
2021年度 実務経験のある教員等による授業科目一覧（心理学部臨床心理学科）

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

白石　淳 教育学 １年 2 後期

私は、高校の教員として勤務していました。現在は、

学校評議員として教育現場に係っています。この授業

においてもその知見を活かして授業展開を行っていき

たいと考えています。

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

SSWerを週2回勤務しています。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

務めています。さらに他のNPO法人や社会福祉法人の

理事、監事も兼務しています。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ています。

濱野　貢 スポーツＡ １年 2 通年

札幌市の中学校、高校で教員として勤務していまし

た。また、札幌市の職員として青少年の健全育成に関

わる業務に従事していました。これまでの学校教育や

社会教育として、スポーツ教育、スポーツイベントな

どに携わってきた経験を踏まえ、講義を行っていきた

いと考えています。

枡谷　隆男 世界の音楽 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。また、各大学、生涯学習セン

ター、博物館等の社会教育施設での指導経験も豊富で

す。専門は音楽です。42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。

平　利弘 東洋の美術 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てきまし

た。授業では、これらの経験を活かし、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、

鑑賞力のアップにつなげたいと思います。

平　利弘 ヨーロッパの美術 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てきまし

た。授業では、これらの経験を活かし、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、

鑑賞力のアップにつなげたいと思います。

全学共通

科目
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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、高等学校の授

業内容の繰り返しではなく、発展的な学習ができるよ

うな講義を行います。

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

私は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験が

あります。この講義では、この経験で得た知見を活か

した講義を展開していきます。

ヒンクルマン

Ｄ.Ｗ.

グローバルボラン

ティアII
１年 2 後期

私は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験が

あります。この講義では、この経験で得た知見を活か

した講義を展開していきます。

早川　淑人

白石　英才

グローバルイン

ターンシップＩ
１年 2 通年

早川は、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　淑人

白石　英才

グローバルイン

ターンシップＩI
１年 2 通年

早川は、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。

松川　敏道 障害学 １年 2 後期

社会福祉士として障害者支援の実務に携わってきまし

た。その経験もふまえながら講義を展開していきま

す。

石川　千温 企業の経営と仕事 ２年 2 後期

本講義は実務家（企業経営者）によるオムニバス講義

であり、実務家の実務経験が授業に直接生かされま

す。従って、履修者が社会に出たときにとても役に立

つ実践的授業と言えます。

西谷　潤一
英語スキルアップ

Ａ
１年 2 後期

私は、教育委員会で諸外国からの英語指導助手の指導

監督や、高校での英語教育の実践に携わってきまし

た。これらの経験を活かし、①わかりやすい説明とそ

の理解の確認、②実際の場面での英語でのコミュニ

ケーションの工夫、③文化の違いに触れながら講義を

展開したい。

熊田　達夫
キャリアスキル基

礎
１年 2 前期

私は36年間の道立高校の数学の教員としての経歴を持

ち、その経験を生かして学生とともにわかる授業を追

及していきます。

熊田　達夫
キャリアスキル応

用
１年 2 後期

私は36年間の道立高校の数学の教員としての経歴を持

ち、その経験を生かして学生とともにわかる授業を追

及していきます。

全学共通

科目
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別当屋敷　美穂 職業と人生Ａ １年 2 後期

2007年より現在まで社会保険労務士、キャリアコンサ

ルタントとして企業の労務管理、就転職希望者の相談

対応（特に学生等若年者）を行っています。講義内で

は、実社会で起こりえる諸問題の対応や実例など交え

てお話ししたいと思います。

別当屋敷　美穂 職業と人生B ２年 2 前期

2007年より現在まで社会保険労務士、キャリアコンサ

ルタントとして企業の労務管理、就転職希望者の相談

対応（特に学生等若年者）を行っています。講義内で

は、実社会で起こりえる諸問題の対応や実例など交え

てお話ししたいと思います。

廣崎　匡 職業と人生C ３年 2 前期

この講義は、就職コンサルタントやキャリアコンサル

タントとして各方面で活躍する実務家による講義であ

る。講義では、これまで長年にわたり企業の採用や学

生の就職活動に携わってきた知見を生かし、社会が求

める能力と現在の就職環境について教授する。

廣崎　匡 職業と人生D ３年 2 後期

この講義は、就職コンサルタントやキャリアコンサル

タントとして各方面で活躍する実務家による講義であ

る。講義では、これまで長年にわたり企業の採用や学

生の就職活動に携わってきた知見を生かし、社会が求

める能力と現在の就職環境について教授する。

岡部　善也

菊池　浩光

応用実習Ａ（グ

ループワーク）
２年 2 後期

２名の教員は共に病院、クリニックなどで心理臨床現

場での経験が長く、集団療法にも関わってきているの

で、それぞれの専門的経験に基づいて指導します。

益山　桂太郎 関係行政論 ３年 2 後期

私は、主に精神科医療の現場で精神保健福祉士として

経験を積んできました。特にアルコールや薬物などの

アディクションについて関心を持ってその支援に取り

組んできました。講義では、法や制度をできる限り実

践の中で得た経験を交えながら皆さんに伝えていきた

いと思います。

宮崎　友香 感情・人格心理学 ２年 2 前期

私は、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。中でも、当該科目であるパーソナリティの

心理的アセスメント、感情の問題への介入を専門とし

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。

久藏　孝幸
教育・学校心理学

Ａ
２年 2 前期

私は、児童相談所児童心理司、スクールカウンセ

ラー、学生相談室相談員、被災地での学校支援等、そ

の他都市部の学校でのコンサルテーションに関わった

ことがあります。この講義ではそれらの経験を活か

し、事例などを交えながら進めたいと思います。

村澤　博美
教育・学校心理学

B
３年 2 後期

臨床心理士(教育現場、医療現場)での実務経験をもと

に、事例検討の際に具体的な援助方法を提示する。

全学共通

科目

専門科目
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津山　雄亮 健康・医療心理学 ３年 2 後期

私は、現在までに臨床心理士・公認心理師・産業カウ

ンセラーとして小児科、精神科、学校、災害現場、産

業、地域など様々なフィールドで心理臨床実践や研究

を行ってきました。経験してきたからこそお伝えでき

ることも多くあると思います。皆さんが保健医療分野

に関心を持つと同時に、現場で使える知識・技術を身

に着けられることを目指して授業を展開していきたい

と考えています。

菊池　浩光 講読演習Ａ ３年 2 前期

私は、３０年以上にわたって総合病院、クリニック、

小中学校、大学、保健所、企業などで心理実践を積み

重ねてきました。この講義では、その臨床経験を授業

に反映させていきます。

小川　遼 公的扶助論 ２年 2 後期

私は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事

業の相談支援員としてさまざまな人々の支援を行なっ

てきました。加えて学生の頃から路上生活者（ホーム

レス）への支援活動を続けています。こうした現場の

経験から、制度等に関する知識を有機的に結びつけた

形でお伝えできたらと思っています。

小林　茂 公認心理師の職責 １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。

斉藤　美香
心理療法Ａ（探索

的心理療法）
２年 2 前期

私は、医療臨床、学生相談の臨床現場での長年の経験

を有し、日本精神分析学会認定心理療法士資格を持っ

ています。これらの実務経験に基づく知見を活かした

授業展開を行います。

加藤　弘通
司法・犯罪心理学

Ａ
２年 2 前期

臨床心理士として、主に教育、福祉現場で非行少年等

と関わってきました。司法に関わる心理学・教育学の

専門職の視点から，非行・犯罪に至った人たちを実際

に支援するために必要な知識や技術，起こりうる問

題・葛藤，組織の中で働く専門職の姿勢について実践

に則した講義を行います。

大橋　靖史
司法・犯罪心理学

B
３年 2 夏期

私は、法務省法務技官として少年鑑別所に勤務した

後、弁護士等の依頼により供述心理に関わる鑑定業務

に従事してきました。また、民間組織である犯罪被害

者支援センターの活動に関わり犯罪被害者の支援を行

なっています。こうした経験を活かし、授業では犯罪

加害者、冤罪被害者、犯罪被害者それぞれの視点から

問題を捉えていきたいと思います。

専門科目
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小野　実佐
社会・集団・家族

心理学Ａ
２年 2 秋期

私は、現在まで児童養護施設と児童家庭支援センター

の臨床心理士として１６年間勤務してきました。この

間、被虐待児童へのチームケアと子どもを中心とした

家族支援を専門に行っており、講義内でその支援から

学んだ視点を生かした授業展開を行っていきたいと考

えております。

小林　茂
社会・集団・家族

心理学B
３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。

小林　茂
コミュニティ心理

学
３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。

専門科目
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宮崎　友香

十川　秀逸
産業・組織心理学 ２年 2 後期

十川は、1982年から現在に至るまで公益法人である総

合的労働衛生機関に勤務して、北海道で働く労働者の

健康管理や安全衛生教育に従事しています。1998年に

民間資格である「産業カウンセラー」を取得し2000年

から当該労働衛生機関の人的資源管理にも従事してい

ます。これと並行して現在も一般社団法人日本産業カ

ウンセラー協会の事業にも関わり、産業カウンセラー

養成講座の実技指導を2000年から、企業研修の講師を

2003年から、キャリアコンサルタント養成講習講師を

2006年から、それぞれ従事させていただいています。

講義では、できる限り理論と現実場面とを結びつけて

解説しますが、受講される皆さんの時代感覚とはズレ

ている説明に出会うことも多々あると思います。しか

しながら、最も若い年代から逆算して50年間程度の時

代が同居しているのが職場の現実です。また、自分に

起こるズレの感覚は、一緒に働いている各年代も感じ

ている感覚でもあるはずです。職場に存在している課

題に向き合い多くの年代に対して支援するためには、

自分の感覚と相手の感覚のどちらも認めることが必要

です。そういうスキルを身につける第一歩として少し

古い感覚に積極的に出会い、そこからも多くのことを

学んでいただきたいと考えています。

宮崎は、公認心理師・臨床心理士の資格を有し、20年

以上臨床現場で実践活動に携わっており、産業カウン

セラーとしても勤務しておりました。当該科目である

産業・組織心理学のうち、担当する「産業精神保健」

「産業・組織心理臨床の実際１」では、その産業カウ

佐藤　満 障害児・者教育論 １年 2 後期

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

ています。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支

援を行いながら講義を行います。

南　真矢
障害者・障害児心

理学
２年 2 後期

担当者は臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士の

資格を有し、15年以上の実践経験があります。保健セ

ンター、公共職業安定所、及び精神科クリニック等々

における実践の知見をとりいれた内容とする。

久藏　孝幸 心理学的支援法 １年 2 後期

児童相談所の児童心理司、学生相談室相談員、乳幼児

健康診査の心理相談員、スクールカウンセラー、被災

地の学校カウンセラー、学校でのコンサルテーション

などの経験がありますので、その話題が出てくると思

います。

菊池　浩光
精神疾患とその治

療
２年 2 後期

講義担当教員は、３０年以上にわたって総合病院、ク

リニック、小中学校、大学、保健所、企業などで心理

実践を積み重ねてきており、その臨床経験を授業に反

映させていく。

専門科目
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菊池　浩光 青年心理学 ２年 2 後期

講義担当教員は、３０年以上にわたって総合病院、ク

リニック、小中学校、大学、保健所、企業などで心理

実践を積み重ねてきており、その臨床経験を授業に反

映させていく。

菊池　浩光
トラウマと災害の

心理学
２年 2 後期

講義担当教員は、３０年以上にわたって総合病院、ク

リニック、小中学校、大学、保健所、企業などで心理

実践を積み重ねてきており、その臨床経験を授業に反

映させていく。

斉藤　美香 遊戯療法 ２年 2 後期

担当者は医療臨床、学生相談の臨床現場での長年の経

験を有し、日本精神分析学会認定心理療法士資格を持

ち、精神分析的遊戯療法のスーパーヴィジョン経験も

あります。これらの実務経験に基づく知見を活かした

授業展開を行います。

心理学部臨床心理学科 合計 86 単位（全学共通科目 40 単位、専門科目 46 単位）

専門科目


