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９．社会貢献  

 

１ 社会への貢献 
必須 社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 
必須 公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 
必須 教育研究の成果の社会への還元状況 
必須 国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 
任意 大学附属病院の地域医療機関としての貢献度 
必須 大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性 

 

（１） 教育研究の社会還元 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

  社会連携センターを中心とする生涯学習の充実、心理臨床センター・地域社会マネジメント研究

センター・電子ビジネス研究センター等の活動を中心とする地域社会との連携（相談業務、自治体

との連携事業・研究推進等）を促進する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会事業報告〕 

① 研究活動を通じた地域貢献として 「北海道子どもの虐待防止フォーラム」、総合研究所発足記

念シンポジウム等を開催した。 

② 地域との研究活動を行なうための研究会等を立ち上げ、同時に、地域に助言を行った(地域社

会マネジメント研究センター「さっぽろマンガ研究会」「リスクマネジメント研究会」「大麻団地

住環境整備研究会」)。 

〔大学事業計画〕 

  生涯学習の充実、地域社会との連携の観点から活動を促進させることが出来た。      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

① 教員の教育・研究に関する情報を開示すると同時に、教員の教育・研究・社会貢献活動を一般

市民に広報する。 

② 2009年度も引き続き、知的・人的資源の地域社会への還元に心がけ、地域に開かれた大学とし

ての役割を果たす。 

③ 人的交流・共同研究・施設開放を通じて、地域社会の環境保全、産業育成及び経済振興、教育・

文化及び社会福祉の向上に貢献することにより、本学の理念である「地域との共生」を実現する。 

〔大学事業計画〕 

社会連携センターを中心に生涯教育の充実に資する活動を行うとともに、心理臨床センター、地

域社会マネジメント研究センター、電子ビジネスセンター等の活動を中心に地域社会との連携を促

進する。 

 

（２） 公開講座等の市民向け生涯教育の提供 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

（1） 生涯学習を通した地域貢献の観点から学部と連携し、公開講座の充実を図る。 

（2） 公開講座、ふるさと江別塾、社会連携センター市民講座等、生涯学習を通じた地域への貢
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献を充実させる。 

〔社会連携センター運営委員会〕 

① 生涯学習 

コミュニティ・カレッジの一層の質的充実を図る 

（1） 2000年 5月に開設した社会連携センター（当時、アクティブセンター）は、2008年度で9

年目を迎えている。今後とも、全学部・研究科からの講座提供を目標に協力を呼びかける。 

（2） パソコン講座については、今後も実用講座中心のカリキュラム編成にする。 

（3） 英語講座については、2005年度から通年化を図ったが、後期開始の要望もあり、2007年度

後期を開設した。また、2005 年度後期からのハングル講座の夜間クラスが好評であり、今後

増設も検討する。 

（4） 資格・ビジネス講座等を含めての開催を検討する。 

（5） 宣伝媒体については安価で効果的な広報を工夫する。(近年は、他大学等も生涯学習活動に

積極的になっている) 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔全学教務委員会〕 

   (1) 従来の商学部、人文学部、法学部に加えて経済学部においても公開講座を実施した。  

   (2) 公開講座、ふるさと江別塾、社会連携センターの市民講座のいずれもアンケート調査の結果

は好評であった。 

〔社会連携センター運営委員会〕 

① 生涯学習 

  (1) 2008 年度も全学部・研究科の協力を得て、多彩な講座が提供できた。受講者数は、前期約

880 人、後期約 730 人の計 1,600 余名である。開設以来 9 年間の総受講生は 13,500 人を数え

る。 

  (2) パソコン講座は実用講座を中心に昼夜開講した。この実績を基に、2009 年度向けに、資格

講座を予定する。 

  (3) 英会話講座の通年開講は定着してきた（後期に1クラスを増設）。ハングル講座は、後期か

ら受講生の減少傾向にある。2009年度には、クラス編成を見直したい。 

  (4) 資格・ビジネス講座等については、1講座を試行的に開設。2009年度に増設したい。 

  (5) 今年度初めて、地下鉄駅（36ヶ所）にパンフレットを設置する広報を取り入れた。30代よ

り40代の層からも反応が出できたので、今後もその方向で広報を拡充する。       

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

公開講座、ふるさと江別塾、社会連携センター市民講座等、生涯学習を通じた地域への貢献を充

実させる。 

〔社会連携センター運営委員会〕 

① 生涯学習 

コミュニティ・カレッジの一層の質的充実を図る。 

(1) 2000年 5月に開設した社会連携センター（当時、アクティブセンター）は、本年度で10年

目を迎える。今後とも、全学部・研究科からの講座提供を目標に協力を呼びかける。 

(2) 10 周年の節目を迎え、記念誌の発刊、記念講座の開催、記念祝賀会等を行う。これらを積

極的に広報し、新規受講者の拡大を図る。 

(3) パソコン講座については、実用講座中心のカリキュラム編成しつつ、今年度は検定講座も試

みる。 
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(4) 英語講座については、2005 年度から通年化を図った。後期開始の要望もあり、要望状況に

より開催を検討する。2005 年度後期からのハングル講座の夜間クラスが好評であり、今後と

も内容の充実を図る。 

(5) 資格・ビジネス講座等を今年度より開設する。受講状況をみて、今後の講座の在り方を検討

する。 

(6) 宣伝媒体については、安価で効果的な広報を創意工夫する( 近は、他大学等も生涯学習活

動を積極的に展開し、広報にも力を入れている)。 

(7) 講座運営の一部を NPO法人等への外注化を検討する。 

 

（３） 施設・設備の開放 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会連携センター運営委員会〕 

① 教室貸出要望/生涯学習多様化の対応（資格取得・ビジネス講座など）/サテライト機能（地域

社会マネジメント研究科・法学研究科院生の教育・研究活動）等、多様な要望への対応及び喫煙

室設置などが課題であり、その具体化及びその実施態勢の検討が必要。 

② バリアフリー、手狭な状況への対応を含め、当センタービルの「再活用計画」の検討が必要。 

③ 地域連携 

（1） これまで共催してきた道庁、江別市教育委員会・北広島市教育委員会及び北海道などを含

め、様々の機関との連携のセミナー等を検討する。 

（2） 今後とも、インターネットＴＶ会議システムによる大学の無い地域への発信を積極的に実

施する。 

（3） 冬季間等の空き時間を活用して、新たな企画を盛り込んだパソコン特別教室等の開催を追

求する。 

（4） 2008年度も民間の資格学習機関（当センタービルから徒歩1分）との施設の相互利用契約

によって、当センターの手狭になっている状況の一部改善となっている。また、当センター

の貸し出しは有料となっており、年間50万円ほどの収入が見込まれる。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔社会連携センター運営委員会〕 

  ① 基本的に当センターが都心部にある機能を活用する要望は相当強い。社会連携センタービルは、

大学院サテライト教室、生涯学習・コミュニティ・カレッジの利用で、教室等の稼働率はほぼ100％

近い。これに加え、教室の貸出し要望は年々増加傾向にあり、断るケースも出てきている。  

  ② 上記①に記述した通り、ほぼ 100％に近い稼働率にある。階段が 1 箇所しかないビルで、安全

面も課題であり「再活用計画」の検討が必要である。                  

 ③ 地域連携 

  (1) 今年度「アイヌ民族の生活文化と歴史」講座企画において、（財）アイヌ文化振興・研究推

進機構の協力で講師派遣制度を実現した。また、「子育て支援専門講座」の企画では、（財）北

海道青少年育成協会と共催で実施した。 

  (2) 「映像でみるギリシャ・エーゲ海の歴史と文化」講座を江別市民へ中継した。（江別市教育

委員会と提携） 

  (3) 広報費用等の不足などで、今後の検討課題としたい。 

  (4) 民間の資格学習機関との教室総合利用の契約により、教室相互利用を実施した。当センタ

ーの教室利用状況が一段と活発になり、今後の拡充策が求められている。 

教室の貸出し料として年間50万円程の収入実績があった。             
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会連携センター運営委員会〕 

① (1)教室貸出要望(2)生涯学習多様化の対応（資格取得・ビジネス講座など）(3)サテライト機能

（地域社会マネジメント研究科・法学研究科院生の教育・研究活動）等、多様な要望への対応及

び喫煙場所設置などが課題であり、その具体化及びその実施態勢の検討が必要。講座運営の一部

外注化も視野に入れ検討する。 

② バリアフリー、手狭な状況への対応を含め、当センタービルの「再活用計画」の検討が求めら

れている。 

③ 地域連携 

(1) これまで共催してきた道庁、江別市教育委員会・北広島市教育委員会を含め、様々の機関と

の連携のセミナー等を検討する。 

(2) 今後とも、インターネットＴＶ会議システムによる、大学の無い地域への発信を積極的に実

施する。 

(3) 冬季間等の空き時間を活用して、新たな企画を盛り込んだパソコン特別教室等の開催を追求

する。 

(4) 2009 年度も民間の資格学習機関との施設の相互利用契約によって、当センターの手狭にな

っている状況の一部改善となっている。（当センターの貸し出しは有料で収入を得ている。） 

 

２ ボランティア等を教育に取り入れた地域社会への貢献活動 

 

（１） 札幌市教育委員会との連携協力 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

札幌市教育委員会と連携した小・中学校への学生ボランティア派遣事業に引き続き取り組む。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔全学教務委員会〕 

  今年度は学校ボランティアに13名を派遣した。いずれも活動の質が高く、教育委員会及び派遣先

の小・中学校から高い評価を得た。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

札幌市教育委員会と連携した小・中学校への学校ボランティア派遣事業に引き続き取り組む。 

 

（２） 地域の子どもを対象にした大学＝地域連携活動 

 

 

３ 自治体・企業等との社会連携 
任意 

企業と連携して社会人向けの教育プログラムを運用している大学・学部における、そうした教育プログラムの内容とその運
用の適切性 

任意 寄附講座、寄附研究部門の開設状況 
任意 大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策 
任意 企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 
任意 特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔法学部〕 

① 法教育への協力の内容、方法等について法務省をはじめ関係機関・団体にヒアリングを行う。 

② 裁判員制度導入を意識した模擬裁判を学外者と共催するとともに、裁判員制度について市民と

考える企画を準備する。 

③ 市民の法と政治に関する学習の便宜を図るための情報提供を開始する。 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

2008年度の総務省補助金のテーマとして、現在、火災警報装置と連動した地域ユビキタスネッ

トワークの構築を目指して、地場産業および江別市経済部、江別市消防局、北海道総合通信局と

共同で委員会を設置している。2008年度は、この委員会を中心として防災用地域ユビキタスネッ

トワークを実現させるべく積極的に活動を実施したい。 

② 江別市との連携事業 

前年度に引き続き、江別市より「江別経済ネットワークHP管理業務委託」「江別ブランド事典

システム管理業務」並びに江別観光協会より「江別観光協会ホームページ・サーバー管理業務」

を受託する。 

③ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

例年に引き続き、今年度も参加する。 

④ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」は、本研究センターのデジタルアーカイブ事業を

継続的に市民レベルで実現するための手段であり、2008年度に発足し、発足記念講演会、デジタ

ルアーカイブ作業環境の整備等を補助金申請も含めて実施する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会事業報告〕 

江別市・大学・江別商工会議所による包括連携・協力に関する協定を2月締結し、地域社会との

連携のための基礎を築いた。 

〔法学部〕 

① 法教育への協力の内容、方法等について検討するプロジェクトチームを編成した。 

② 裁判員制度導入を意識した模擬裁判を学外者と共催で 6 月に実施した。また、09 年 6 月に学

部創設25周年企画として、裁判員制度について市民と考える企画を立案し、広報を開始した。 

③ 学部の独自HPで、市民の法と政治に関する学習の便宜を図るための情報提供を開始した。 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

前進面：学外補助金に応募できるまでの具体的構想が完成した。また、委員会の方向性として、

火災だけではなく、老人、身障者等にも適用できるシステムにするべく、全体像の見直

しが行われた。 

問題点：学外資金の獲得のために総務省の補助金に応募したが、採択されなかった。 

② 江別市との連携事業 

事業計画にあるとおり3種類の業務を受託できた。 

③ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

  参加した。 

④ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

事業計画にある内容をすべて実施できた。 
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

江別市・大学・江別商工会議所との包括的連携・協力に関する協定を基に、新たなその方向性を

模索する。 

〔法学部〕 

① 法政総合講座Aを市民に公開して、実施する。 

② 法教育への協力の内容、方法等について法務省をはじめ関係機関・団体にヒアリングを行う。 

③ 裁判員制度を踏まえた模擬裁判の実施について学外者と協力するとともに、裁判員制度につい

て市民と考える企画を実施する。 

④ 学部のHPなどを通じて、市民の法と政治に関する学習のための情報提供を実施する。 

〔電子ビジネス研究センター〕 

  ① 社会貢献・地域連携事業 

(1) 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

例年に引き続き、今年度も参加する。 

(2) 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」は、地域の歴史や環境文化の保存のために有益

な活動を行っている。本研究センターでは、この会の発足に深く関与しており、特に情報技術

の側面からこの会の長期的なサポートを行っていきたい。 

 

４ 地域環境対策・地域防犯活動・相談活動 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔学生委員会〕 

① 大学と文京台地域諸団体との懇談会を開催し、意見の交換を図り、日常的な協力関係を深める。 

② 文京台地域環境対策協議会の活動を通して地域の環境保全に協力する。 

③ 大学における行事に地域住民を招待する機会を設け、相互交流を深める。 

④ 地域イベントに積極的に協力・参加し、地域住民との交流に努める。 

⑤ 地域住民や隣接大学と協力して文京台地区の防犯活動に取り組み、安全で住みやすいまちづく

りに貢献する。 

⑥  大学周辺の迷惑駐車の減少を目指し、マナー向上の指導を進めるとともに、警備員の巡回指導

などを実施する。 

⑦ 江別消防署、および近隣大学と協力し、防災に関する連携協力の関係を築く。  

〔心理臨床センター〕 

① 事業目的 

地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床心理学

研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

② 事業目標（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日） 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

(2) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

③ 事業内容等 

心理臨床センターは、目的を果たすため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 地域社会、地域住民を対象とした心理教育相談 

(2) 地域社会や機関を対象とした研修及び公開講座 

④ 事業方法とその改善 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 
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心理臨床センターでは、学外からのさまざまな心理的問題を抱えた来談者に対する心理・教

育相談活動の実践を行っており、まだまだ社会的には充実していないが、ますます必要とされ

ている心理相談の場として、地域社会に対して大きな貢献をなしている。 

相談活動における受付業務体制の充実、相談活動を推進する際の面接室等の環境整備、地域

住民にたいするＰＲ活動、また、好ましい相談活動を進めていくための学外スーパーバイザー

との連携強化など、さらなる教育研修システムの構築、発展が必須である。 

また、心理臨床センターは、2000年４月に設置された「大学院臨床心理学研究科」の教育実

習施設としての性格を有し、地域社会で活躍する臨床心理士の訓練･研修・養成機関でもある。

2002 年４月より、臨床心理学研究科は日本臨床心理士資格認定協会より第１種の指定を受け、

2005年には、引き続き第１種指定の継続が認定された。地域で活躍できる臨床心理士養成とい

う点からも、研究科教育研修システムにおける心理臨床センターの相談活動の重要性が益々高

まっている。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会事業報告〕 

地域高齢者の健康促進や予防等に役立つように、地域高齢者に対しトレーニング教室を開催した。 

〔学生委員会〕 

① 大学と文京台地域諸団体との懇談会を開催し、意見の交換を行い、協力関係を深めた。   

② (1) 文京台地域環境対策協議会の活動を通して地域の環境問題への対応に協力した。とくに

「ゴミ出しマナー」の標語募集に積極的に協力した。 

(2)  文京台地域環境対策協議会のメンバーとして大麻地区における自転車通行環境整備につ

いての意見交換会に２回参加し、行政サイドから説明を受けるとともに、意見の交換を行っ

た。                                                                          

③ 春と秋に開催した「朝食フェア」に地域住民の方を招待し、相互交流の機会とした。    

④ 「江別クリーンウォーク作戦2008 in 文京台」など地域イベントに協力・参加し、地域の住民

との交流に努めた。                                 

⑤ 文京台地区の 6 月から 8 月の防犯パトロールのうち、1 ヵ月間について教職員・学生に参加を

呼びかけ、地域住民、近隣大学と協力して住みやすい安全な街づくりに貢献した。      

⑥  大学周辺の迷惑駐車の減少に向けてガイダンスや掲示等でマナー向上の指導を行うとともに、

警備員の巡回指導等を実施し、不正な駐車を行う学生を指導した。            

⑦ (1)8月に北海道防災訓練に学生有志が参加した。 

    (2)江別消防署主催のDIGに協力した。 

    (3)2009年２月、「江別市・大学・江別商工会議所による包括連携・協力に関する協定書」が交

わされ、連携協力事項に、地域防災・災害発生時の相互協力が盛り込まれた。 

〔心理臨床センター〕 

① 事業目的 

    地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床心理学

研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

 江別・札幌を中心とした広い地域からの（学外）来談者に対して心理相談活動を継 続しており、

本年度も約50件の新規ケースを受けつけ、のべ1000件前後の相談面接を行なった。またその相

談面接の担当の大半は大学院生であり、心理臨床の実践的訓練の場を提供でき、学内・学外の専

門家による1ケース・１スーパーバイザーという形式を継続し濃密な臨床教育も継続している。

のべ相談面接件数の若干の減少、中断ケースの若干の増加などもみられるが、臨床的な成果をあ

げている。 

  道内の臨床心理士一種指定校の急増、社会的情勢による心理的問題の変化などの影響もあり、
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より充実しより効率の高いセンター事業計画なども検討していかねばならないと思われるが、心

理臨床活動として十分に社会に貢献していると評価できる。               

② 事業目標（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日） 

(1) 週日、午前９時から午後６時までの相談受付、午前 10 時から午後４時までの電話による新

規受付を継続し、広く開かれた相談体制を継続し、大学院生を中心とした相談面接を継続して

いる。また、その相談活動へ１ケース１スーパバイザーという個別による臨床的実践教育も継

続して行ない、カンファランスによる集団的実践教育も年間を通して行った。より適切で、よ

り適切な相談環境を築いていくための、相談室の施設的な充実や相談室の施設的な問題（待合

室や待機室などの配置等）も検討課題としてあげられた。                             

(2) 地域連携センターによる公開講座との連携や、江別市の地域組織からの要請などへの講師派

遣などにも関与した。将来的にはセンターが主体となった地域への精神衛生に関連した公開講

座などの復活なども検討されるだろうが、現在の教員・スタッフでは、基本となる相談活動の

充実でかなりの無理をかけており、人的資源の限界がある。              

③ 事業内容等 

(1) 地域住民を対象に相談活動を行うのが本来の目的であり，年間の総面接回数は 1000 を越え

ている。                                     

(2) 社会連携センターで開催される札幌学院大学コミュニティカレッジで毎年講座を担当して

いる。                                      

④ 事業方法とその改善 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

センターでの院生のケース担当に際しては、大学院担当教員の過重な負担のもとに個人ス

ーパービジョンを何とか展開出来ているのが現状である。学外スーパーヴァイザーの開拓も

さらに行っていくことが今後の課題ではあるが、予算的な問題もあり困難な状況にあると言

わざるを得ない。大学院修了生の中にも、学外スーパーヴァイザーとしての役割を担う人た

ちが今後育ってきて、修了生を交えた研修システムを模索していきたい。 

指定大学院連絡協議会をはじめとして種々の機会に、他大学の状況などの情報収集に努め

た。道内の指定大学院と道臨床心理士会との懇談会では、情報交換や相互の連携を活発にす

るべく検討を重ねているところである。 

2005 年に日本臨床心理士資格認定協会の実地視察を経て第一種指定校の継続が認められ

てはいるが、その時に指摘された改善点など未整備のままでもある。近々には指定校継続の

ための実地視察も行われることを想定すると、それら改善点の整備が喫緊の課題である。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

地域環境対策、地域防犯活動推進のため、地域社会住民との協力態勢を強める。 

〔学生委員会〕 

① 大学と文京台地域諸団体との懇談会を開催し、意見の交換を図り、日常的な協力関係を深める。 

② 文京台地域環境対策協議会の活動を通して地域の環境保全に協力する。 

③ 大学における行事に地域住民を招待する機会を設け、相互交流を深める。 

④ 地域イベントに積極的に協力・参加し、地域住民との交流に努める。 

⑤ 地域住民や隣接大学と協力して文京台地区の防犯活動に取り組み、安全で住みやすいまちづく

りに貢献する。 

⑥ 大学周辺の迷惑駐車の減少を目指し、マナー向上の指導を進めるとともに、警備員の巡回指導

などを実施する。 

⑦ 江別消防書、および近隣大学と協力し、防災に関する連携協力の関係を築く。 
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〔心理臨床センター〕 

  ① 事業目的 

    地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床心

理学研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

  ② 事業目標（2009年 4月 1日～2010年 3月 31日） 

   (1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

   (2) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

  ③ 事業内容等 

(1) 地域社会、地域住民を対象とした心理教育相談 

(2) 地域社会や機関を対象とした研修及び公開講座 

  ④ 事業方法とその改善 

   (1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

心理臨床センターでは、学外からのさまざまな心理的問題を抱えた来談者に対する心理・教

育相談活動の実践を行っており、まだまだ社会的には充実していないが、ますます必要とされ

ている心理相談の場として、地域社会に対して大きな貢献をなしている。 

相談活動における受付業務体制の充実、相談活動を推進する際の面接室等の環境整備、地域

住民にたいするＰＲ活動、また、好ましい相談活動を進めていくための学外スーパーバイザー

との連携強化など、さらなる教育研修システムの構築、発展が必須である。 

また、心理臨床センターは、2000 年４月に設置された「大学院臨床心理学研究科」の教育

実習施設としての性格を有し、地域社会で活躍する臨床心理士の訓練･研修・養成機関でもあ

る。2002 年４月より、臨床心理学研究科は日本臨床心理士資格認定協会より第１種の指定を

受け、2005 年には、引き続き第１種指定の継続が認定された。地域で活躍できる臨床心理士

養成という点からも、研究科教育研修システムにおける心理臨床センターの相談活動の重要性

が益々高まっている。 

 




