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田中　敦 現代の福祉 １年 2 前期

1999年よりNPOとして発達障害や精神疾患などにより不登校やひきこもる当
事者及び家族支援に従事するほか、2001年からは札幌市内の学校付相談
員、いわゆるSSWを週2回勤務している。また札幌市長からの委嘱を受け
2017年から札幌市子どもの権利委員会委員を務めている。さらに他のNPO
法人や社会福祉法人の理事、監事も兼務している。これら経験を講義のな
かで活かすことができればと考える。

平　利弘 東洋の美術 １年 2 前期

・美術館の学芸員として多様な美術作品にふれ、企画・展示するとともに、普
及事業の実施に携わった。授業では、個々の作品への読み解き（何が、ど
のように描かれているか、表現の効果はどうか、など）を基点にしながら、美
術がそれを味わう個々の鑑賞者の感情（自然の美、家族や隣人への愛、精
神の高揚感、笑いの感覚、モダンな浮遊感、恐怖や悲しみetc.）に結びつい
ている点も重視し、授業のフィードバックで個々の関心をひろい上げ、鑑賞
力のアップにつなげる。

平　利弘 ヨーロッパの美術 １年 2 後期

・美術館の学芸員として多様な美術作品にふれ、企画・展示するとともに、普
及事業の実施に携わった。授業では、個々の作品への読み解き（何が、ど
のように描かれているか、表現の効果はどうか、など）を基点にしながら、美
術がそれを味わう個々の鑑賞者の感情（自然の美、家族や隣人への愛、精
神の高揚感、笑いの感覚、モダンな浮遊感、恐怖や悲しみetc.）に結びつい
ている点も重視し、授業のフィードバックで個々の関心をひろい上げ、鑑賞
力のアップにつなげる。

木谷　満 日本文学 １年 2 後期
高等学校での古典の授業経験を踏まえ、高等学校での授業内容との重複
がないような講義を行います。

枡谷　隆男 世界の民族音楽 １年 2 前期

私は北海道高等学校教諭として1979年から36年間、私立幼稚園及び認定こ
ども園園長として2015年から5年間勤務してきました。専門は音楽です。41
年間の教職経験で得た知見を活かした授業を展開していきたいと考えてい
ます。

松代　弘之
キャリアデザイン演習
Ａ

１年 2 後期

本講義の担当者は企業等で十分な実務経験を有し、現在も実務家・企業経
営者として活躍している。履修者にとってここで得られる知識や技能は、大
学卒業後の社会ですぐに役立つことはもちろんのこと、長い職業人生を歩む
上で欠くことのできない人生観・職業観をもたらすものである。また、10回目
～12回目には北海道銀行、株式会社菊水の企業関係者が学内でのイン
ターンシップを展開するので、これ以上の実務家が多く関わる授業は他には
ない。

松代　弘之
キャリアデザイン演習
Ｂ

２年 2 前期

本講義の担当者は企業等で十分な実務経験を有し、現在も実務家・企業経
営者として活躍している。履修者にとってここで得られる知識や技能は、大
学卒業後の社会ですぐに役立つことはもちろんのこと、長い職業人生を歩む
上で欠くことのできない人生観・職業観をもたらすものである。

ヒンクルマン　Ｄ.Ｗ.
グローバルボランティ
アＩ

１年 2 後期

担当者は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験があります。 その
後、日本の大学で異文化交流を教え30年の実績があります。 さらに、コミュ
ニケーションスキルの教科書、教室で使用するための配布資料を作成し、練
習用のインタラクティブなビデオを準備しています。

ヒンクルマン　Ｄ.Ｗ.
グローバルボランティ
アII

２年 2 後期

担当者は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験があります。 その
後、日本の大学で異文化交流を教え30年の実績があります。 さらに、コミュ
ニケーションスキルの教科書、教室で使用するための配布資料を作成し、練
習用のインタラクティブなビデオを準備しています。

白石　英才.早川
淑人

グローバルインターン
シップＩ

１年 2 通年

担当教員の実務経験：早川保険貿易事務所の経営者としてこれまで約３０
年、保険、リスクマネジメント及び貿易コンサルティングに携わってきました。
特にマレーシアをはじめとする東南アジア諸国とのビジネスや宗教対策にお
いて培ってきた経験をグローバルインターンシップにおいても発揮すべく、実
践的な教育プログラムとなるよう制度設計しています。また、経営者の視点
から就職活動に対する助言も行いたいと思います（早川）。

白石　英才.早川
淑人

グローバルインターン
シップＩI

２年 2 通年

担当教員の実務経験：早川保険貿易事務所の経営者としてこれまで約３０
年、保険、リスクマネジメント及び貿易コンサルティングに携わってきました。
特にマレーシアをはじめとする東南アジア諸国とのビジネスや宗教対策にお
いて培ってきた経験をグローバルインターンシップにおいても発揮すべく、実
践的な教育プログラムとなるよう制度設計しています。また、経営者の視点
から就職活動に対する助言も行いたいと思います（早川）。

全学共通
科目



2020年度　実務経験のある教員等による授業科目一覧　(人文学部臨床心理学科)　

科目区分 科目担当者 科目名
学
年

単
位

期
間

実務経験の内容（シラバスから抜粋）

櫻澤　智志
プロジェクトマネジメ
ント入門

１年 2 前期

講師は、日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社に勤務するア
ドバイザリープロジェクトマネジャーです。
金融機関向けに、システムやアプリを構築・開発しデリバリーするプロジェク
トを数多く経験しています。
本講義は、現場での経験も紹介しながら、プロジェクトマネジメント知識の基
礎を「楽しく」学習できるカリキュラムです。
毎週楽しみに来てもらえる講義を目指します。
また、社会人の先輩として、みなさんにとって良き相談相手でありたいと考え
ています。

佐藤　満 全学共通特別演習Ａ ２年 2 前期

特別支援学校での教職経験・福祉事業所での勤務経験があり、特別支援教
育対象の児童生徒の実際的な理解と指導方法を基に受講生に対し、実践
的な教育を行っている。また、受講生の多くが教員採用試験に合格している
経験から受講生一人一人の進度に合った講義を行っている。

栃真賀　透 全学共通特別演習Ｂ ２年 2 後期

私は昭和５６年４月から平成３年３月まで札幌市立豊明養護学校（知的障
害、現在札幌市立豊明高等支援学校）、平成３年４月から平成２２年３月ま
で札幌市立山の手養護学校（病弱・身体虚弱）の教諭として勤務してきた。
この間、大学の教育実習を受け入れたり、全国の心身症研究推進委員会の
事務局として専門性を高めてきた。講義ではその知見をいかした授業展開
を行っていきたいと考えている。

大宮　秀淑.佐野
友泰.中村　裕子

全学共通特別演習Ｃ ３年 2 前期

担当教員は、18年間精神科病院およびクリニックにて精神疾患患者に対す
る心理療法や心理検査に従事してきました。専門は精神分析的心理療法で
す。この間、精神疾患患者を対象とした研究も進め、患者の記憶力や注意
力の向上に寄与してきました。授業内ではそれらの知見を活かした授業展
開を行います。

望月　和代.定平
憲之

全学共通特別演習Ｄ ３年 2 後期

望月：精神科医療、精神保健、司法福祉の分野での実践経験があり、また、
精神保健福祉士の国家資格を有している。これらの経験や資格を生かし
て、国家試験合格のための双方向性のある授業を展開する。
定平：精神科医療、司法福祉、精神保健福祉士養成分野での実務経験があ
り、精神保健福祉士の国家資格を有している。これらの経験や資格を生かし
て、国家試験合格のための双方向性のある授業を展開する。

大宮　秀淑
応用実習Ｃ（施設体
験実習）

３年 2 前期

担当教員は、18年間精神科病院およびクリニックにて精神疾患患者に対す
る心理療法や心理検査に従事してきました。専門は精神分析的心理療法で
す。この間、精神疾患患者を対象とした研究も進め、患者の記憶力や注意
力の向上に寄与してきました。講義内ではそれらの知見を活かした授業展
開を行います。

岩瀬　貴嗣
心理臨床特殊講義
（医療心理臨床関連）

３年 2 後期

児童精神科の心理職として6年間勤務しており、心理検査や心理療法など、
心理職が行う実際の職務内容についても触れていきます。 
また、スクールカウンセラーとして10年以上勤務しており、他機関から見た医
療という視点も取り入れていきます。

小黒　明日香
心理学研究の倫理と
関連法規

３年 2 後期

私は、現在までに医療・保健・教育・福祉の現場で心理職として実務経験を
積んできました（資格；公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士、保育
士、防災士、口育士、司法（事実確認）面接トレーナー、TF-CBT
introductory training/advance lecture修了、ストレスチェック実施者等）。専
門は、臨床心理学と集団精神療法です。これまでの臨床経験を活かし、現
場で役立つヒントが掴めるような授業を展開していきたいと考えています。

宮崎　友香 パーソナリティ論 １年 2 前期

担当者は、公認心理師・臨床心理士の資格を有し、20年以上医療領域を中
心とした臨床現場で実践活動に携わっていますので、座学と臨床実践を繋
げる話を取り入れていきます。

小林　茂、白坂るみ
臨床心理学基礎実習
（カウンセリング）

２年 2 前期

白坂先生
公認心理師、臨床心理士、看護師として、ホスピスにおける心理援助、HIV
関連のカウンセリング業務などに携わる。コラージュなどを使った芸術療法
の取り組みを継続している。
小林は、知的障害支援事業所（兼任非常勤2年6か月）、児童養護施設(兼任
非常勤1年）、精神障害支援事業所(常勤8年）、相談支援事業所(兼任非常
勤3年）、総合病院精神神経科(兼任非常勤3年）、電話相談活動(兼任非常
勤・ボランティア）などに勤めてきました。現在も、精神科クリニック、幼稚園、
HIV関連カウンセリングなどに携わっています。講義内ではその経験を活か
しながら、多様な心理師の活動の在り方を思い描けるように働きかけます。

菊池　浩光 臨床心理学概論Ａ １年 2 後期

講義担当者は公認心理師、臨床心理士の資格を有し、医療、教育、産業分
野の職域で３０年以上にわたって心理実践を積み重ねてきているので、その
経験を授業で活かしていく。
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小林　茂 臨床心理学概論Ｂ ２年 2 前期

私は、知的障害支援事業所（兼任非常勤2年6か月）、児童養護施設(兼任非
常勤1年）、精神障害支援事業所(常勤8年）、相談支援事業所(兼任非常勤3
年）、総合病院精神神経科(兼任非常勤3年）、電話相談活動(兼任非常勤・
ボランティア）などに勤めてきました。 
現在も、精神科クリニック、幼稚園、HIV関連カウンセリングなどに携わって
います。 
講義内ではその経験を活かしながら、多様な心理師の活動の在り方を思い
描けるように働きかけます。 
主な所有資格：公認心理師、臨床心理士、認定心理士、臨床宗教師など。

人文学部 臨床心理学科 合計 46 単位（全学共通科目 32 単位　専門科目 14 単位）

専門科目


