
札幌学院大学

参加費
無料

■場　所：北農健保会館　芭蕉
札幌市中央区北4条西7丁目1番4

■定　員：午前の部・午後の部
各50名（先着順）

※申し込み方法、アクセス等は裏面をご覧ください。
※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
※申し込み状況については、札幌学院大学心
理臨床センターのサイト（http://www. 
sgu.ac.jp/sgucpc/）をご覧ください。

10：00～16：30【9：30受付開始】
2019.8.10土

主催：札幌学院大学　心理学部／心理臨床センター



申し込みはこちらから

北農健保会館
会場アクセス

札幌市中央区北4条西7丁目1番4
TEL：011-261-3270
FAX：011-261-3298

❶申し込み宛先
札幌学院大学心理臨床センター事務室へ、
メールkokoro-j@sgu.ac.jp  または、FAX 
011-386-9794にてお申込みください
（電話での申し込みは受け付けていません）
❷記入必要事項
件名に「札幌学院大学講座申込」と記載の上、
①氏名　②所属　③申し込み内容：1午前
（市民講座）のみ　2午後（先生のための心理
学講座）のみ　3午前と午後両方　④連絡先
メールアドレス　⑤連絡先電話番号　　

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

講　師　紹　介
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■最終学歴
北海道大学大学院
教育学研究科修士課程修了
■主な職歴
札幌医科大学付属病院　小児科学講座
■研究内容
「小児科医療領域における臨床心理学的支援について」
「学校臨床における支援の在り方に関する研究」

臨床心理学科 特任教授

修士（教育学）、臨床心理士、公認心理師

手代木  理子
（てしろぎ りこ）

臨床心理学科 教授

博士（教育学）、臨床心理士、公認心理師

村澤  和多里
（むらさわ わたり）

■最終学歴
北海道大学大学院
教育学院博士課程
■研究内容
「ひきこもりの若者の支援」「児童養護施設での臨床支援」
著書『ポストモラトリアム時代の若者たち』など
■学会活動
日本生活指導学会理事、日本心理臨床学会ほか

札幌市若者支援総合センター 館長

公認心理師、国家資格キャリアコンサルタ
ント、中学校・高等学校教員免許

松田　考 （まつだ こう）

■最終学歴
北海道大学
■主な職歴
建設会社に勤めた後、公益
財団法人さっぽろ青少年女性活動協会へ入職し、現職。
■活動内容
地域若者サポートステーションや子ども・若者支援地域協議
会の立ち上げ・運営に携わり、困難を抱える若者の支援の
みならず、すべての子ども・若者の育成支援（ユースワーク）
に取り組む。日本アウトリーチ協会理事　●共著「若者の貧
困・居場所・セカンドチャンス」（太郎次郎社エディタス）

■最終学歴
北海道大学大学院教育学院
博士課程教育学専攻修了
■主な職歴
札幌市自閉症・発達障害支援センター
■研究内容
「発達障がいがある方と、その家族を支える地域支援
システム」

臨床心理学科 教授

博士（教育学）、臨床心理士、公認心理師、
精神保健福祉士

山本　彩 （やまもと あや）

午前の部
10：00～12：00（9：30受付開始）
若者の今～こころの理解と支援を～
第10回 札幌学院大学
心理臨床センター主催 市民講座2019
●「若者心性と中年期の課題」
村澤　和多里（札幌学院大学　教授）

●「若者支援の実際」
松田 考 氏（札幌市若者支援総合センター 館長）

●質疑応答

午後の部
13：30～16：30（13：00受付開始）
先生のための心理学講座
札幌学院大学心理学部 主催
＊学校の先生対象の講座です。

●「思春期・青年期とLGBT」
手代木　理子（札幌学院大学　教授）

●「家庭内暴力・
社会的ひきこもりへの家族支援」

山本　彩（札幌学院大学　教授）
●質疑応答
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