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人生100年時代 学びを生涯の楽しみに！
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COMMUNIT Y COLLEGE
ごあいさつ
札幌学院大学コミュニティ・カレッジ 20 周年のお礼
札幌学院大学コミュニティ・カレッジのパンフレットをお手に取っていただき、誠にありがと
うございます。また、日頃より、本学の教育・研究並びに生涯学習のためのコミュニティ・カレッ
ジの運営にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。お陰さまでコミュニティ・カレッジ
は 2019 年度に 20 周年となる節目の年を迎えました。
コミュニティ・カレッジは、2000 年に本学の公開講座として、札幌市中央区のビルの一角に
開設した札幌学院大学アクティブセンターにて開講し、2002 年からは大通西 6 丁目の札幌学院
大学社会連携センタービルにその開講場所を移しました。その後、2017 年度まで当地で広く札
幌圏の市民の皆様にご利用していただきましたが、2021 年度からは札幌市厚別区に新設する新
札幌キャンパスに開講場所を移転する予定です。それまでの 2020 年度までは、江別市の本学文
京台キャンパスにて開講されております。本学は新札幌キャンパスにおいては、コミュニティ・
カレッジも含む多世代及び異文化の交流を基礎とする地域と連携した新たな教育を展開する予定
でおります。ご利用の皆様には開講場所の変更にご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただき、
ますますのご利用とご支援をよろしくお願い申し上げます。
この 20 年間に受講していただきました方々はのべ 28,792 名、開講講座数はのべ 1,069 講座
に達しております。2003 年に放送された韓国ドラマによる韓流ブームの際には、韓国の歴史や
文化を紹介する講座やハングル講座を開講致しました。また、この時期、パソコンをはじめとし
た IT 機器を多世代で利用するようになり、パソコン講座やインターネットを利用した講座も開
講致しました。2008 年に始まる世界経済・金融危機、そしていま訪れようとしている人生百年
時代に関連して、マネープランや資産運用に関する講座を現在も開講しております。2018 年には、
心理学から豊かな人生を考えるための「心理学部開設記念講座」を、また「学び」の原点に目を
向ける本学学長の鶴丸俊明などによる『大学は面白い！』という講座も開講致しました。また、
グローバル化や地域貢献といった大学として欠かすことのできない要素を取り入れた講座はもと
より、「北海道命名１５０年記念講座」など北海道をテーマにした特色ある講座も開講してまい
りました。このように、時代のニーズに即したテーマで今後とも講座を準備し、幅広い世代のま
すます多くの皆様に親しまれるコミュニティ・カレッジにしたいと考えております。
皆様の人生がより一層素晴らしいものとなる一助となるべく、この学びの場をご活用いただき、
また厳しくも暖かく育てていただけると幸いでございます。
本学は地域に欠かせない大学となるべく、札幌学院大学教職員一同、今後もより一層精進して
参りますので、ご指導とご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
札幌学院大学社会連携センター長

2

吉

川

哲

生

COMMUNIT Y COLLEGE
コミュニティ・カレッジ開設 20 周年記念講座
講座番号

1

100年で人口100倍！北海道の推進力《炭鉄港》
定員／30名

受講料／3,000円（バス代・入館料含む）
（全2回）

空知の石炭、小樽の港湾、室蘭の鉄鋼、そしてこれらを結ぶ鉄道という《炭鉄港》のネットワークは、わずか100年で
人口が100倍と急成長した近代北海道の原動力として活躍してきました。その歴史的な経緯を学び、その源流である夕
張で現地学習する実践的な講座です。

回

テーマ／講座日

5月23日（木）

容

《炭鉄港》の歴史的経緯と意義、今日的な地域振興への取り組みなどについ
て、現地学習の前に基礎的な知識を充足します。

【講義】

1 《炭鉄港》

内

午後

13：30～15：30

【現地学習】

の源流・夕張を訪ねる
2 《炭鉄港》
集合場所：札幌学院大学

《炭鉄港》の核となった石炭鉱業の歴史を、北海道最大の炭都であった夕張
市の石炭博物館などで学びます。

5月25日（土） 9：30～17：30（予定）
＊現地学習の時間・集合場所は予定です（受講者に後日送付する案内でご確認ください）。
講師／ NPO 法人炭鉱の記憶推進事業団理事長

講師
紹介

夕張市石炭博物館館長

札幌国際大学観光学部教授

吉岡

宏高

吉岡 宏高（よしおか ひろたか） 1963年生まれ。三笠市出身。2005年札幌学院大学大学院地域社会マネジネント研究科修士課程修了。
2015年金沢大学大学院自然科学研究科環境工学博士後期課程単位取得満期退学。札幌国際大学観光学部教授。札幌学院大学地域社会マ
ネジメント研究科非常勤講師。NPO 炭鉱の記憶推進事業団・理事長として「炭鉱の記憶」を手がかりにした地域活性化に取り組んでいる。
2018年度に大改修オープンした夕張市石炭博物館の館長も務める。
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COMMUNIT Y COLLEGE
一 般 講 座
講座番号

2

現代の韓国と北朝鮮
定員／50名

受講料／3,000円（全3回）

韓国と北朝鮮は､ 隣の国であり、両国をよく知っておく必要がある。この両国は特異の歴史を歩み、また現在は、常
識では考えられない政治・社会をなしている。

回

テーマ／講座日

1

朝鮮の歴史
−韓国の成立、北朝鮮の成立−

2

韓国の現代
−朴正煕から現在までの経済・社会−

3

北朝鮮の三指導者
−その政治・経済・社会−

6月4日（火）

6月11日（火）

6月18日（火）

午後

午後

午後

内

両国の前史である朝鮮の独特の歴史。そしてアメリカと李承晩による韓国
の成立。

13：30～15：30
漢江の奇跡から、軍人政治、文民政治、そして現在のゆがみまで、この独
特の社会を見ないと現代の韓国は分からない。

13：30～15：30
金日成の基礎作り、金正日の異常な体制、後継・金正恩の政治。この彼ら
の政治の本質を見ることで、我々はどうすべきかを考えるべきだ。

13：30～15：30
講師／元札幌学院大学教授

講師
紹介

容

小樽商科大学名誉教授

倉田

稔

倉田
稔（くらた みのる） 1941年生まれ。慶応義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。 小樽商科大学名誉教授、元札幌学院大学特別
専任教授。アムステルダム研究所留学 ウィーン大学留学 オーストリア抵抗研留学。北大、藤女子大、東北大などでも教える。著書に『金融資本論の
成立』
『ハプスブルク歴史物語』
など多数。経済学博士（慶大）。
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COMMUNIT Y COLLEGE
講座番号

3

［人間理解学講座］
（第9回）

愛国心と道徳教育を考える
定員／50名

受講料／4,000円（全4回）

本来、人は家族を愛し、郷土を愛し、国を愛する心をもっています。それは、人の本能の中の、ひとつの固有な感情
ともいえましょう。それが歴史の中で、ときに「偏狂なもの」に変質し、多くの悲劇（他者への差別や戦争など）をひきお
こしてきました。そして現在もひきおこしています。現代人の多くが道徳にマヒしている状況下で、最近、国主導の「道
徳教育」が正課となりました。だからこそ、本当の愛国心、本当の道徳とは何かについて考え、私たちは正しい理解をす
ることが必要なのです。この点について深く考えてまいります。

回

1

テーマ／講座日

身びいきと愛国心の生物学

5月30日（木）

2

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

講師
紹介

午後

正己
譽

講師／若原

正己

コーディネーター／安岡

譽

最近、
「○○・ファースト（第1）」といったエスノセントリズム（「自集団中心
主義」）が流行のように社会で台頭しています。身びいきも愛国心も、その表
われのひとつでしょう。人類の長い歴史の中で、良かれ悪しかれ出現しつづ
けています。そうしたエスノセントリズムの起源、史的拡がり、そしてその
功罪や光と影を心理学的視点から分析し、理解を深めてまいります。
講師／元・札幌学院大学大学院臨床心理学研究科 教授
現・北海道大学大学院教育学院臨床心理学講座 非常勤講師 安岡
コーディネーター／若原

譽
正己

「民」あって「国」が成り立ちます。「民」よりも「国」を優先するのが一般に「愛
国心」とされます。一方、道徳とは人の生き方の基本となるもので、人として
の「道」を歩み、人としての「徳」を身につけることです。そこで真の愛国心と
道徳とは何かについて、これまでの議論を紹介し、本当の愛国心と本当の道
徳教育について、その理解を深めてまいります。

愛国心と道徳教育

6月20（木）

講師／元・北海道大学理学部准教授 若原
コーディネーター／安岡

地球上に広く分布する人間集団は、人種、民族、部族、国民など様々な概
念で分けることができます。民族は宗教・言語を共有する歴史的に作られた
集団で、国民は近代国家が成立してからできたものです。戦後、民族自決の
原則で、多くの植民地が独立しましたが、いまだ未解決の問題もあります。
民族主義と人種差別を生物学の視点で考えます。

身びいきと愛国心の心理学

6月13日（木）

4

午後

容

本来、人は家族を愛し、郷土を愛し、国を愛する心をもっています。だか
ら多くの人は、小学校の運動会では我が子の活躍に一喜一憂するし、オリン
ピックや世界大会で日本人選手が活躍すると大喜びをします。生物学的に言
えばその基本は血縁淘汰で説明できます。さまざまな生物の血縁淘汰の例を
挙げながら、ヒトの愛国心のもとを探ります。

13：30～15：30

民族主義と人種差別
6月6日（木）

3

午後

内

13：30～15：30

講師／安岡

譽

コーディネーター／若原

正己

安岡 譽（やすおか ほまれ） 1944年生まれ。札幌医科大学大学院医学研究科修了（医学博士）。札幌医科大学神経精神科講師、福岡大学講師、
札幌佐藤病院副院長、札幌学院大学大学院教授を歴任。共著に、
『精神分析を学ぶ』
『青年期の精神病理と治療』
『精神科症例集』
『非行少年』
『精
神分析事典』
『ひきこもる心のケア』など多数。統合失調症や手首自傷（リストカット）、うつ病の研究など多彩であるが、最近の研究テーマ
は、
「こころの本質に関する研究」。現在、北海道大学大学院教育学院臨床心理学講座非常勤講師、札幌国際大学人文学部心理学科非常勤講
師、北海道精神療法精神分析アカデミー協会会長。精神科医、精神保健指定医、精神分析医、臨床心理士。
若原 正己（わかはら まさみ） 1943年生まれ。北海道大学大学院理学研究科博士課程修了（理学博士）。元北海道大学理学部および同大学
院理学研究科准教授。専門は発生生物学。多くの論文があるが、単著に、
『なぜカエルからヒトは生まれないのか』
『黒人はなぜ足が速いのか』
『シネマで生物学』
『なぜ男は女より早く死ぬのか』、近刊では、
『ヒトはなぜ争うのか』
『ヒトはなぜ病み、老いるのか』などがある。趣味の絵
手紙俳句やエッセイをブログでつづっている。（http://ameblo.jp/3491mw/）
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COMMUNIT Y COLLEGE
講座番号

4

モチベーションの心理学／過去・未来・現在
定員／50名

受講料／2,000円（全2回）

私たちは為すべき課題の意味を理解していても、何故かモチベーション（やる気）が上がらないことがあります。これ
は、単に自分が怠けているからでしょうか？それとも別に理由があるのでしょうか？社会学習理論の視点から、私たち
のモチベーションの在り方を検討してみましょう。案外、自覚していなかった、新たな自分の課題が現れてくるかもし
れませんよ？！

回

テーマ／講座日

1

モチベーションの心理学①
理論編

2

モチベーションの心理学②
実習編

5月17日（金）

7月19日（金）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

内

容

興味深い社会心理学の実験例を紹介しながら、私たちのモチベーションの
在り方を検討します。私たちの「やる気」
（自己効力感）がどのように刺激を認
知し、行動を喚起させているかを、理解しましょう。
私たちは、これまでの人生で、無自覚に「無能・無力感」を学習しており、
問題解決場面になると、その無力感に支配されてしまうことがあります。過
去の呪縛から解放される為の、
「構成的集団認知行動療法」を体験してみましょ
う。ユーモラスでちょっと不思議な体験です。
講師／日本ケア・カウンセリング協会代表理事

講師
紹介

臨床心理士

品川

博二

品川 博二（しながわ ひろじ） 臨床心理士。1949年東京生まれ。早稲田大学卒業後、東京教育大学（現筑波大学）で臨床研修。磯ヶ谷病院
心理室長を経て、2000年 NPO 法人日本ケア・カウンセリング協会設立、現在同代表理事。東京学芸大学・目白大学大学院講師、横浜地
裁の精神鑑定人および聖路加国際病院精神腫瘍科臨床心理士を歴任。著作に『アマデウス・シンドローム』、
『死別から共存の心理学』他多数。
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COMMUNIT Y COLLEGE
講座番号

5

千島と根室からみた日中・太平洋戦争史
―ソ連軍の千島占領と米ソ極秘共同作戦―
定員／50名

受講料／4,000円（全4回）

周知のように、戦後70年以上も日ロ平和条約が結ばれていない問題をめぐる協議・交渉が本年、ひとつの歴史的節目
を迎えようとしている。そこで今回は、昨年初、根室振興局が実施した画期的な企画展「北方四島～運命の９日間」に着
目し、ソ連軍の千島占領にまつわる、日中・太平洋戦争史をたどってみたい。

回

テーマ／講座日

1

第一次大戦の塹壕戦の教訓

2

太平洋戦争は初めも終わりも南千島

3

米ソ極秘の対日共同３作戦

4

6月7日（金）

6月14日（金）

6月21日（金）

午後

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

根室振興局の
米ロ関連文献付け合わせ
6月28日（金）

午後

13：30～15：30

内

容

１）若者を二度と戦場に送らない 健常者1/3
２）戦争成金の日本と飢餓が生んだロシア革命
３）大恐慌下に蠢いた自国本位とファシズム
４）リンドバーグ夫妻の根室飛来と満州事変
１）帝国連合艦隊が択捉島単冠湾から出撃
２）東京湾降伏調印式後のソ連軍歯舞色丹占領
３）太平洋戦争と千島列島…『運命の９日間』
４）米ソ武器貸与協定と米ソ極秘共同３作戦
１）Project Zebra 水陸両用機供与と操縦士訓練
２）Milepost Operation 対日参戦用備蓄計画
３）Project Hula 上陸作戦艦船引渡と将兵訓練
４）海上自衛隊草創期のフリゲート艦（護衛艦）
１）Richard Russel, Project Hula, 1997.
２）スラヴィンスキー著『千島占領1945年夏』、1997年
３）サマリン論文（サハリン郷土博物館紀要掲載）、2011年
４）振興局スタッフの英文・露文の文献解読法
講師／札幌学院大学名誉教授

講師
紹介

佐々木

洋

佐々木 洋（ささき よう） 1942年生まれ。北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。関連論文「ソ連軍の千島占領と米ソ極秘共同作戦」
『週刊金曜日』2018年12月7日号所収。「「百年に一度」の2008年恐慌－日本人が「戦争」を選んだもう一つの理由」
『労働運動研究』2010年4月、
複刊第24号所収。
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『今年の世界経済の展望とマネープランへの影響』
定員／50名

受講料／2,000円（全2回）

5月の改元から始まる新時代が平和で安定した世界になるように期待したいものですが、元号が変わって突然、夢に
満ちた幸運な時代が訪れる訳ではありません。世界も日本も政治・経済・社会の問題は依然として解決困難なままリス
クが拡大しています。「次の危機はこれまでと姿を変えてやって来る」と危惧されています。世界と日本経済の定点観測
を始めて20年、想定される波乱に備えた堅実なマネープランを研究します。

回

1
2

テーマ／講座日

米国も日本も景気の転換点、東京
五輪後の日本経済は厳しい？
6月1日（土）

午前

10：00～12：00

今後もやはり
『長期国際積立分散投資』
6月1日（土）

午後

13：00～15：00

内

容

米中貿易戦争、BREXIT、景気変調予測などを理由に、昨年末から世界の株
式市場は波乱含みの展開になっています。日本はラグビー W カップ、東京五
輪、大阪万博と国際イベントが続きますが宴の後が心配です。
人生100年時代と格差社会に不安山積の日本人。資産寿命を延ばすために
金融商品を知るだけでなく、少額でも始めないと時代に取り残されます。『行
動なくして理論なし』を今こそ実践して成果を出しましょう。
講師／札幌学院大学大学院非常勤講師

講師
紹介

講座番号
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白根

壽晴

白根 壽晴（しらね としはる） 1954年東京都生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、住友電気工業㈱を経て税理士登録。97年にエフピーイ
ンテリジェンス設立。現、代表取締役。ライフプランに基づくコンサルティングや執筆、大学や金融機関での講演活動など幅広く活躍。
資産運用アドバイスに強い FP として定評がある。『オーナー社長の資産戦略と実務』
『定年後のお金全疑問45』など著書も多数。日本 FP 協
会理事長 CFP®・税理士。

イギリスとその周辺国の音楽を訪ねて
定員／50名

受講料／3,000円（全3回）

わが国のほとんどの人はヘンデルのことを「ドイツの作曲家」と思っていることでしょう。しかしそれでは「チコちゃん
に叱られます」。かれは若いころからイギリスを本拠地にして音楽活動を展開し、やがてはこの国に帰化するので本当は
イギリス人というべきなのです。今回の講座ではこのヘンデルをはじめ、エルガー、ブリテン、ヴォーン＝ウィリアム
ズなどの作品、アイルランドやスコットランドにゆかりの作品などをご紹介します。

回

テーマ／講座日

1

悲劇の名チェリスト、
ジャクリーヌ・デュプレとエルガー
「チェロ協奏曲」
5月22日（水）

午後

13：30～15：30

2

ベンジャミン・ブリテンと近現代
の作曲家たち

3

ヘンデルの人と作品、
そしてケルトの歴史を継ぐ
アイルランド

5月29日（水）

6月5日（水）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

内

容

16歳でデビューを飾り、チャーミングな容姿と演奏で人々を魅了したジャ
クリーヌ。絶頂のさなかで病に襲われ、30歳前に活動を断念せざるを得なかっ
た一生と、人生のたそがれを描いたエルガーのチェロ協奏曲が重なります。
彼女が生まれ育ったロンドンは国際的な音楽都市で、一晩にいくつもの演奏
会が同時開催される贅沢な街です。
イギリスの代表的な作曲家を順に訪ねます。イギリス特有の空気感が漂う F.
ディーリアス、7曲の交響曲を書いた Ch. V. スタンフォード、組曲「惑星」で名
を成した G. ホルスト。 彼らの作風はドイツ、フランスのそれとは一味違います。
とりわけブリテンは、作曲家、ピアニスト、指揮者としても活躍した才人でした。
前半では「メサイア」などのオラトリオ作品で大成功を収めたヘンデルの仕
事と、彼が担っていた知られざる役割を明らかにします。後半ではケルトの
歴史を受け継ぐ隣国アイルランドの伝統と文化を訪ね、古くから日本でも親
しまれてきた民謡の数々を掘り起こします。
講師／北海道教育大学名誉教授

講師
紹介

中村

隆夫

中村 隆夫（なかむら たかお） 1945年生まれ。北海道教育大学特設音楽課程卒業。リスト音楽院留学。指揮者。北海道教育大学名誉教授。
日本コダーイ協会会長。国際コダーイ協会理事。札幌コダーイ合唱団・合奏団指揮者。コダーイ音楽劇《ハーリ・ヤーノシュ》
（訳・編。全
音楽譜出版社）。ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》
（ピアノ編曲。同前）。2013年度札幌芸術賞受賞。
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映画で学ぶ特別支援教育

－障害者・マイノリティの未来を切り拓くために－
定員／50名

受講料／4,000円（全4回）

「レインマン」
（1989）以前の障害者映画は、問題告発もの、人生讃歌もの、ハンディキャップ・ファイターものに大別
できます。トップスターが続々障害者を演じた1990年代の障害者映画は、本人や周囲の者たちが、
「障害」によって新し
い精神世界に目覚めるなど、総じて内面形成ものとして括ることができます。その後、恋愛と性へのアクセスや自己決
定という小さなトレンドを経て、2000年代は発達障害へとシフトし、近年に至り愛着障害と性的マイノリティが席巻。
映画は、障害者・マイノリティの未来を切り拓く役割を果たしてきました。本講座は、映画をテキストにして障害者・
マイノリティの課題解決の行方を探ります。

回

テーマ／講座日

1

映画が描く発達障害の
豊かな世界と可能性

2

映画は「愛着障害・愛着不全」を
代弁する装置
−家族・血縁の意味を問う

7月13日（土）

7月13日（土）

3

午後

13：30～15：30

16：00～18：00

映画が語る
「性的マイノリティ（LGBT）」の
現在位置
7月20日（土）

4

午後

午後

13：30～15：30

映画が牽引した
障害の重い子どもたちの教育権保障
－「夜明け前の子どもたち」再考
7月20日（土）

午後

16：00～18：00

内

容

映画の世界では
「サウンド・オブ・ミュージック」のマリア、
「男はつらいよ」
シリーズの
寅さんなど、発達障害の傍証に事欠かない主人公が活躍しています。果たして映画
が描く発達障害者の豊かな世界と可能性とは？
愛着障害の背景にあるのは親子の離別や虐待です。これをテーマにする映
画のなんと多いこと。たとえば、2018年11月に限っても、「スマホを落とし
ただけなのに」では、被虐待経験のある若者二人の対決を描き、「銃」では、偶
然拾った銃が愛着障害学生に及ぼした心的反応を描き、「母さんがどんなに僕
を嫌いでも」では、母親から虐待を受けていた息子による母親への戦略的「理
解・融和」路線を描いています。映画で現代の難題に正対してみましょう。
LGBT 映画は、2013年以降、
「わたしはロランス」、
「チョコレートドーナツ」、
「君の名前で僕を呼んで」、
「ボヘミアン・ラプソディ」など枚挙にいとまがあり
ません。「最初で最後のキス」は、ゲイ少年射殺事件という悲劇を繰り返して
はならないという願いから「同性恋愛対応スキル」を形象化している点で出色
です。＜ LGBT 映画のいま＞から進むべき方向が見えてきます。
糸賀一雄の名言「この子らを世の光に」はドキュメンタリー映画「夜明け前の
子どもたち」
（1968年）によって、ビッグバンとでもいうべき勢いで普遍化し
ました。今一度、新しい発達観が生まれた1960年代の療育現場から教育の原
理を抽出してみましょう。
講師／札幌学院大学人文学部教授（2019 年 3 月 31 日まで） 二通

講師
紹介

諭

二通
諭（につう さとし） 1951年２月札幌郡手稲町に生まれる。1974年北海道教育大学札幌分校卒業後、石狩管内小中６校で35年間
の教員生活を送り、2009年から札幌学院大学教員として主に特別支援教育関連科目を担当。2011年６月より、札幌学院大学において、発
達障害や精神的な困難を抱える学生の自助グループ『雑談会』を立ち上げる。近年の著書として『特別支援教育コーディーター 必携ハンド
ブック』
（編著：2011/ ５/31）
『映画で学ぶ特別支援教育』
（単著2011/ ８/25）『障害児の教育権保障と教育実践の課題―養護学校義務制実施
に向けた取り組みに学びながら』
（編著2014/12/25）『特別支援教育時代の光り輝く映画たち』
（単著2015/ ８/ ９）などがある。長期連載中
の「映画に見るリハビリテーション」
（医学書院：
『総合リハビリテーション』）は22年、263本に達している。
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ギリシャの歴史と文化への誘い
定員／50名

受講料／5,000円（全5回）

ギリシャという国は今でこそ国家財政破綻などで EU のお荷物ですが、古代においては紀元前6世紀から4世紀にかけ
てヨーロッパ随一の軍事強国であり、また学術文化の一大中心地でもありました。古代ギリシャの文化遺産なしには西
洋文明の発展はありえなかったでしょう。本講座では、なぜギリシャがあれほど高度の文化を創造しえたのか、そして
なぜそれが古代の一時期だけに限られたのかを考えながら、そして映像をふんだんに使いながら、ギリシャの歴史、文学、
哲学、美術、建築などを概観します。

回

テーマ／講座日

1

ギリシャの歴史を概観する

2

古代ギリシャの英雄叙事詩を学ぶ

3
4
5

5月11日（土）

5月18日（土）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

ギリシャの哲学に親しむ
5月25日（土）

午後

13：30～15：30

ギリシャの彫刻・陶芸・絵画を鑑賞
する
6月1日（土）

午後

13：30～15：30

古代ギリシャの神殿を巡る
6月8日（土）

午後

13：30～15：30

内

容

ギリシャ民族は紀元前3千年頃から波状的に地中海地方を南下し、先住民族
を征服しながら国を作り上げました。トロイア戦争、ペルシャ戦争、アテネ
民主制の確立、ペロポネソス戦争、そしてアレクサンドロス大王の世界帝国
建設などの歴史的事件を概説します。
伝説の盲目の詩人ホメロスが歌ったとされるふたつの英雄叙事詩『イリア
ス』と『オデュッセイア』はヨーロッパ最初の文学作品です。それぞれの主人公
であるアキレウスとオデュッセウスの英雄的な活躍と冒険についてわかりや
すく解説します。
古代ギリシャは哲学の発祥地でもあります。イオニア地方に始まった自然
の根源にかんする探究は古代原子論とソクラテス・プラトン・アリストテレ
スによってその頂点に達しました。このギリシャ哲学の流れをできるだけわ
かりやすく概観します。
西洋の美術を語るうえで、ミロのヴィーナスを外すわけにはいきません。
ギリシャ彫刻の水準の高さは突出したものでした。またギリシャ人が作った
陶器には絵画が描かれ、当時の彼らの生活や関心のありかを知ることができ
ます。このギリシャの美術を鑑賞します。
ギリシャの神殿といえば、アテネのアクロポリスの丘に立つパルテノン神
殿を思い浮かべる人が多いでしょう。しかしこの最高傑作も何百年もの間に
継承されてきたギリシャ建築の発展の賜物です。ギリシャとイタリア南部に
今も残る神殿を映像で巡ります。
講師／札幌学院大学名誉教授

講師
紹介

奥谷

浩一

奥谷 浩一（おくや こういち） 1946年生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士課程修了。現、札幌学院大学名誉教授。同大学前学長。
単著に『哲学的人間学の系譜』、
『ハイデガーの弁明』、
『生命の共生と社会的共同の倫理学』、共著に『ヘーゲル事典』。本学コミュニティ・カレッ
ジ講座の開講・運営に貢献。2012年北海道社会貢献賞受賞。
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デジタル一眼レフ写真講座 −入門編−
定員／25名

受講料／3,000円（全2回）

デジタル一眼レフカメラに備わった機能を紹介し、秘められた能力を解説します。
基本の操作方法から、場面に応じた機能の使い方、写真映えする設定などを作例とともに、実際に操作しながら解説
していきます。
スマホやコンパクトカメラではできない、一眼レフカメラならではの素敵な写真を撮るコツをご紹介します。
後期は「デジタル一眼レフ写真講座―中上級編―」を予定しています。

回

テーマ／講座日

1

デジタル一眼レフカメラ基礎
～操作や設定のコツ～

2

持ち寄った写真のレビュー
～脱初心者へ向けて～

5月11日（土）

5月18日（土）

午後

午後

13：30～15：30

内

容

一眼レフカメラの基礎的な操作や、基本的な機能やその設定を理解するこ
とで、表現の幅が広がってきます。本講座では実際に操作をしながら作例と
ともに講座を進めます。
受講生の皆さんが撮影した写真、画像を見ながらレビューします。また、よ
りよい写真を作る方法も考えていきます。

13：30～15：30
講師／カメラマン

講師
紹介

高橋

吉之

高橋 吉之（たかはし よしゆき） 1976年生まれ。室蘭工業大学工学部卒業。カメラ修理会社、撮影会社を経て、エムフォトワークス㈱に
てカメラマン、DTP オペレータ。経専音楽放送芸術専門学校非常勤講師。そらぷちキッズキャンプ公式記録カメラマン。

2018年度受講生の
作品から
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大学バスで行く自然観察会

―バードウォッチングを楽しもう（ウトナイ湖と北海道大学苫小牧研究林）―
定員／30名

受講料／3,300円（バス代含む）
（全1回）

日本で最初のバードサンクチュアリ（野鳥の聖域）に指定されたウトナイ湖は水辺、原野草原、林と３つの豊かな自然
環境が見られる野鳥の生息地です。湖畔にはネイチャーセンターや自然観察路が整備され、さらにはそこから30分ほど
のところに北海道大学苫小牧研究林があります。５月中旬の時期は夏の鳥たちも勢ぞろいして、森林のいたるところで
声量豊かに歌っていることでしょう。林内を流れる清流がつくる池にはヤマメやウグイなどの魚類が生息して、それを
捕食するカワセミなども観察できるでしょう。

回

1

テーマ／講座日

内

容

ウトナイ湖と
北海道大学苫小牧研究林

（観察できそうな野鳥）
草原性のもの…コヨシキリ、ノビタキ、ノゴマ、ホオアカ、オオジュリン、チュ
ウヒなど。
集合場所：札幌駅北口
＊雨天決行
水辺のもの…カワセミ、カモメ類、カモ類、シギ類など。
5月18日（土）
8：00～16：00（予定） 森林性のもの…オオルリ、キビタキ、アカハラ、コムクドリなど。

＊時間・集合場所は予定です（受講者に後日送付する案内でご確認ください）。
〈参加条件〉健康で長時間歩くことが可能な方。
講師／日本野鳥の会札幌支部

講師
紹介

講座番号
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副支部長

猿子

正彦

講師／日本野鳥の会札幌支部

幹事

池田

憲治

猿子 正彦（ましこ まさひこ） 1952年生まれ。北海道夕張市出身。高校時代から野鳥や自然が好きで北海道内の探鳥地をいろいろと歩き
回る。25年以上にわたって日本野鳥の会札幌支部（会員700名）副支部長として年間20回以上の探鳥会や自然観察会、鳥類調査の企画や指導
運営にあたっている。
池田 憲治（いけだ けんじ） 1956年生まれ。札幌市出身。日本野鳥の会札幌支部幹事として、20年以上にわたって、年間15回以上の探鳥
会や観察会の企画や指導運営を行っている。主な観察フィールドは西岡公園（札幌市豊平区）など。

フットパスを知ろう、歩こう！
―文学・自然・歴史を歩く

ニセコフットパス―

定員／30名

受講料／3,300円（バス代含む）
（全1回）

今、日本中でフットパスの輪が広まっています。フットパスとは英国発祥の「歩行専用路」と日本語には置き換えるこ
とができるでしょう。北海道では「フットパス（歩く文化）」が生まれてから20年近く経ちました。全国に先駆けて広まっ
た北海道。実際にニセコのフットパスを歩く実践的な講座です。

回

1

テーマ／講座日

フットパスとは？
～始まり、そして日本へ。
～
集合場所：札幌駅北口
＊雨天決行

7月6日（土）

内

容

フットパスとは一体何か？始まりや歴史に触れ、日本へ入ってきたいきさ
つなどを紹介し、北海道や日本での取り組みも写真を交えてご紹介します。
またニセコ町の「文学」や「自然」、
「歴史」を感じられるフットパスを歩きます。

8：00～16：00（予定）

＊時間・集合場所は予定です（受講者に後日送付する案内でご確認ください）。
〈参加条件〉健康で３〜４時間歩ける方。
講師／株式会社 THE-O（ジオ）代表取締役

講師
紹介

小川

浩一郎

小川 浩一郎（おがわ こういちろう） 1980年生まれ。株式会社ジオ代表取締役、エコ・ネットワーク代表代行。北海道科学大学客員准教授。
各地でフットパスの普及活動、イベント開催、プロデュース等を行っている。著書『北海道フットパスガイド①』
『北海道フットパスガイド②』
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講座番号

13

FP技能士試験を通じて学ぶ、お金と人生設計
定員／30名

受講料／18,000円（別途教材費 3,000円程度）
（全12回）

生活の中で、貯蓄や投資など金融商品を選ぶ機会が増えてその内容が複雑になりました。同時に「我が家に合った保険
は？」
「私の年金はいくら？」など“一般的には”ではなく“私の場合は”というように、一人ひとりが生活者としてお金のこ
とを考えてライフプランを立てる時代になりました。
当講座で総合的にお金の知識を養えるように、基礎的な知識である「３級ファイナンシャルプランニング技能士」の資
格取得を目指します。

○事前説明会

2019年4月6日（土） 13：30〜14：30
場所：札幌学院大学 社会連携センター

○事前説明会参加希望者は電話（代表）011-386-8111コミュニティ・カレッジ係
又は FAX011-375-8910までお申し込みください。
（FAX の場合は住所・氏名・年齢・電話番号をご記入ください。）

回

1
2
3
4
5
6

開

催

日

5月11日（土）

午前

10：00～12：30

5月18日（土）

午前

10：00～12：30

5月25日（土）

午前

10：00～12：30

6月8日（土）

午前

10：00～12：30

6月15日（土）

午前

10：00～12：30

6月22日（土）

午前

10：00～12：30

6月29日（土）

午前

10：00～12：30

7月6日（土）

午前

10：00～12：30

7月6日（土）

午後

13：30～16：00

10 7月20日（土） 午 前

10：00～12：30

7
8
9

11 7月27日（土） 午 前
12 8月3日（土） 午 前

10：00～12：30
10：00～12：30

科

目

主な内容

ライフプランニング

人生三大支出（教育、住宅、老後）と社会保険
を学びます。住宅ローンの組み方や教育資金の貯
め方、年金の仕組みなどを理解する内容です。

リスク管理

生命保険と損害保険を学びます。自分や家族の
保険で、必要なものとそうでないものを考えられ
るようになります。

タックスプランニング

所得税について学びます。所得税は人生の中で
長く付き合う税金です。仕組みを理解して知識を
活かすと、生活に直接役に立ちます。

不動産運用設計①

不動産の取り扱いを学びます。「借りる・買う・
売る・活用する」の法律や手法を知ると、預金と
は違う、資産の持ち方が見えてきます。

金融資産運用

お金を殖やす方法について学びます。投資など
の仕組みを知ると「怖い？危ない？」が「やって
みよう！」に変わるかも。

不動産運用設計②

不動産の取り扱いを学びます。「借りる・買う・
売る・活用する」の法律や手法を知ると、預金と
は違う、資産の持ち方が見えてきます。

相続・事業承継

相続と贈与を学びます。“争族”にならないよう
に、相続する側もされる側も知識と対策が必要な
時代です。

※ファイナンシャルプランニング技能士の試験日は、2019年9月8日（日）です。
※実施課目は前後入れ替わる場合があります。
※当講座終了後、試験対策演習（￥3,000）を実施します（参加任意）。
日程は8月31日（土）13：00～17：00

講師
紹介

名

講師／札幌学院大学大学院非常勤講師 白根 壽晴（7/6 担当）
講師／札幌学院大学非常勤講師 中谷 俊雄

白根 壽晴（しらね としはる） 1954年東京都生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、住友電気工業㈱を経て税理士登録。97年にエフピーイン
テリジェンス設立。現、代表取締役。ライフプランに基づくコンサルティングや執筆、大学や金融機関での講演活動など幅広く活躍。資
産運用アドバイスに強い FP として定評がある。『オーナー社長の資産戦略と実務』
『定年後のお金全疑問45』など著書も多数。日本 FP 協会
理事長 CFP®・税理士。
中谷 俊雄（なかたに としお） 1973年生まれ。札幌学院大学大学院修士課程修了。不動産業界を経て2001年から FP 業に従事。2005年に
FP オフィスライズ設立（岩見沢市）。個人および法人従業員のライフプラン相談の他、大学、カルチャースクールで投資講座、FP 資格の
取得講座を開講。単著に『ズバリわかる !FP 技能検定3級』
（ナツメ社）、他。札幌学院大学経営学部非常勤講師。CFP®、1級 FP 技能士、宅
地建物取引士。
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英 会 話 講 座
2019年の英会話講座は、入門クラス、初級クラス、初中級クラス、中級クラス、中上級クラス、合計5クラスを開
講いたします。5月から週1回、全24回の講座です。日本での英語教育経験が豊富な、英語を母国語とする
（ネイティブ）
先生方が担当します。なお、レベルは E1
（入門レベル）
から E5
（応用レベル）
の順になっています。
※コーディネーター：Tim Grose
（元・札幌学院大学人文学部准教授）
講座番号

E1

入門英会話
定員／20名

受講料／36,000円（全24回）

英会話の世界へようこそ！この講座では、英単語の正しい発音と聞き取りから始めて、日常生活の場面で必要になる
基本的な単語を習得し、初歩的な言い回しを身につけます。外国人に簡単な自己紹介や簡単な道案内などができるよう
になることをめざします。一緒に楽しく学びましょう。

講座日時
5月16日（木）〜12月12日（木）
毎週木曜日 全24回

午後

講
13：30～15：30

師

元札幌学院大学准教授

Tim Grose

テキスト ： オリジナルテキストを使用予定。
対
象 ： 英会話をこれからはじめる方、英語からしばらく離れており、話すことも聞くことも自信のない方。

講師
紹介

講座番号

E2

Hello. My name is Tim Grose. I’m from England. In this class we will practice speaking in English. Please enjoy the challenge!

初級英会話
定員／20名

受講料／36,000円（全24回）※教材費別途

この講座では、日常生活や海外旅行の場面などで使える初歩的な英会話力を身につけることを目標にします。興味や
関心のあることを簡単な英語でおしゃべりできるようにやさしく指導します。

講座日時
5月15日（水）〜12月11日（水）
毎週水曜日 全24回

午後

講
13：30～15：30

師

札幌学院大学非常勤講師

Brendon Muir

テキスト ：『Talk a Lot, Book 1』
（EFL Press）を使用予定。
対
象 ： 日常的な場面で使う初級レベルの英会話の力を身につけたい方。

講師
紹介

I was born and educated in New Zealand. My academic field includes both psychology and language acquisition. In my free time I enjoy
golf and outdoor sports, and I look forward to traveling to many more countries in the future.
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講座番号

E3

初中級英会話
定員／20名

受講料／36,000円（全24回）※教材費別途

この講座では、日常生活に必要な基礎的な英会話力を高めます。コミュニケーションの力を高めるには、できるだけ
多くのフレーズを身につけ、実際に使用することです。ネイティブの先生を囲んで学んだ英語を実践しましょう。英米
圏のマナーについての知識なども学びます。

講座日時
5月10日（金）〜12月13日（金）
毎週金曜日 全24回

午後

講
13：30～15：30

札幌学院大学講師

師
Koch Junior, J. C.

テキスト ：『Q: Skills for Success Level 1』
（Oxford University Press）を使用予定。
対
象 ： 日常生活での基礎的な英会話を身につけたい方。

講師
紹介

講座番号

E4

Hello! I’m Jr Koch. Please call me Jr. I’m originally from Brazil. I used to live in New Zealand, where I taught English to international
students. I now live in Hokkaido with my family, and I work at Sapporo Gakuin University. I love studying and teaching, and my hobbies are
reading, writing and enjoying a cup of coffee with my friends. Let's enjoy speaking English together!

中級英会話
定員／20名

受講料／36,000円（全24回）

この講座では、すでにある程度日常会話を学んだ方を対象に、さらにレベルアップした重要な慣用的表現を使いこなし、
自分の考えや気持ちをいっそう豊かに表現することをめざします。講師の先生やクラスの仲間とさまざまな話題につい
ておしゃべりする楽しい時間のなかで、さらに進んだ英会話力を身につけましょう。

講座日時
5月14日（火）〜12月10日（火）
毎週火曜日 全24回

午後

講
13：30～15：30

札幌学院大学講師

師
Robert Olson

テキスト ： オリジナルテキストを使用予定。
対
象 ： すでに基礎的な英会話を身につけている方。

講師
紹介

講座番号

E5

Hi! I was an elementary and junior high school teacher in Michigan, USA. I came to Japan in 1991 and was a teacher in Iburi, and at NCA
English Centre. I was an Associate Professor at Tomakomai Komazawa University and I now teach at Sapporo Gakuin University. I enjoy
writing and drawing.

中上級英会話
定員／20名

受講料／36,000円（全24回）※教材費別途

This English course aims to help students to improve their English communication skills by studying a wide range
of interesting topics in a fun, friendly and relaxing atmosphere.

講座日時
5月18日（土）〜12月14日（土）
毎週土曜日 全24回

午前

講
10：00～12：00

師

札幌学院大学社会連携センター講師

David Flenner

テキスト ：『Life 4』
（CENGAGE Learning）を使用予定。
対
象 ： ある程度自分の意見や考えを英語で表現できる方。日常会話レベルの英語を身につけている方。

講師
紹介

I am from London and I have been living in Sapporo since 2000. My three-year old daughter keeps me very busy, as does my snow boarding
which is my winter passion. I also love to travel. I look forward to meeting and getting to know those students who decide to take my
Saturday morning course.
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2019年度

英会話講座日程

（全24回）

曜日
E1
（木）
E2
（水）
E3
（金）
E4
（火）
E5
（土）

5/16

5/23

5/30

6/6

6/13

6/20

6/27

7/4

7/11

7/18

9/12

9/19

9/26

10/3

10/10

10/17

10/24

10/31

11/7

11/14

11/21

11/28

12/5

12/12

入門英会話

13：30～15：30

担当講師／Tim Grose

5/15

5/22

5/29

6/5

6/12

6/19

6/26

7/3

7/10

7/17

9/11

9/18

9/25

10/2

10/9

10/16

10/23

10/30

11/6

11/13

11/20

11/27

12/4

12/11

初級英会話

13：30～15：30

担当講師／Brendon Muir

5/10

5/17

5/24

5/31

6/7

6/14

6/21

6/28

7/5

7/12

7/19

9/20

9/27

10/4

10/11

10/18

10/25

11/1

11/8

11/15

11/22

11/29

12/6

12/13

初中級英会話

13：30～15：30

担当講師／Koch Junior，J．C．

5/14

5/21

5/28

6/4

6/11

6/18

6/25

7/2

7/9

7/16

9/10

9/17

9/24

10/1

10/8

10/15

10/22

10/29

11/5

11/12

11/19

11/26

12/3

12/10

中級英会話

13：30～15：30

担当講師／Robert Olson

5/18

5/25

6/1

6/8

6/15

6/22

6/29

7/6

7/13

7/20

9/7

9/14

9/21

9/28

10/5

10/12

10/19

10/26

11/2

11/9

11/16

11/30

12/7

12/14

中上級英会話

10：00～12：00

担当講師／David Flenner
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お申し込みから受講までの流れ
①【申込期間】

3月26日
（火）
〜4月15日
（月）
必着
※応募者多数の場合は、抽選となります。
※受講希望者が開講予定人数に満たない場合は、
開講しないことがあります。

②【申込方法】
申込は、①インターネット ②ＦＡＸ ③ハガキでのいずれかになります。※電話による申込はできません。
①インターネットの場合 ……… http://www.sgu.ac.jp/rcc
②ＦＡＸの場合 ………………… FAX番号：０１１−３７５−８９１０
③ハガキの場合 ……………… あて先：〒069-8555 江別市文京台11番地
札幌学院大学社会連携センター「コミュニティ・カレッジ」係

③【結果通知】
4月22日（月）以降に申込者全員に封書で通知いたします。
※受講いただける方には、
「受講確定通知書」
と
「受講料の振込み用紙」
をお送りいたします。
※応募者多数の場合の抽選結果（受講できない場合）
は、封書でお知らせいたします。
（抽選では、はじめての方を優先する場合もありますので、
ご承知下さい。）
※受講者が予定人数に満たず、開講できない場合は、
講座中止のお知らせをお送りいたします。
※4月25日（木）
までに受講に関する通知が届かない場合は、
お問い合わせ下さい。

④【受講料の支払方法・受講確定】
受講料は、
「受講確定通知書」に記載された金額をゆうちょ銀行または北洋銀行の口座にお振込みください。受
講料の振込みによって正式に受講確定とさせていただきます。振込みが確認できない場合は受講できませんので、
指定された期日までに必ずお振込みください。振込みの控えは、講座が終了するまで大切に保管してください。

⑤【開講日・受講上の注意】
「受講確定通知書」に、講座の開始日が記載されています。講座開始日に札幌学院大学１号館２階社会連携セン
ター受付にお越しください。
受講料をお振込みいただいた方には、あらためて開講日のご案内はいたしませんのでご承知願います。
各講座の全日程は、パンフレットあるいは本学社会連携センターのホームページにてご覧下さい。
※お子様連れでの受講はご遠慮ください。
※駐車場利用希望者はお申し込みの際に明記してください。
○開講場所：江別市文京台11番地 札幌学院大学 １号館
○講座当日は、札幌学院大学 １号館２階 社会連携センターにて受付を行います。

【キャンセルに関して】
原則としてキャンセルはできません。ただし、やむを得ない事情によりキャンセルを希望する場合は、
「受講確定
通知書」に記載された受講料支払期限までに必ずご連絡下さい。
【TEL:（代表）011-386-8111 コミュニティカレ
ッジ係】
お支払いいただいた受講料は、返金できかねますのでご了承下さい。

お申し込み前に必ずお読み下さい。

◉受付時間／9時〜17時（月〜金）

●申込者以外の方は受講できません。
●本学「コミュニティ・カレッジ」の講座は、
「道民カレッジ」及び「えべつ市民カレッジ」
と連携しております。
●道民カレッジは原則として７割以上の出席で単位認定します（
。ただし７割に満たない場合は出席時間数での単位認定です）
●受講生は自動的に「コミュニティ･カレッジ」の会員として登録されます。
●都合により担当講師が変更になる場合がありますので、
ご了承ください。
●札幌学院大学図書館の利用（閲覧・貸出）ができます。
●札幌学院大学（その前身の札幌文科専門学院、札幌短期大学、札幌商科大学を含む）の在学生、同窓生ご本人と、在学生の
保護者の方々には、受講料特別割引制度があります（ただし、教材費、バス代などは除きます）。その旨、お申し込み時に明
示してください。お申し込み時に明示なき場合は、割引制度をご利用いただけません。
〔外国語講座と資格対策関係講座は
２割引、それ以外の講座は５割引で受講できます。〕
●ご提供いただきました個人情報は、今後の講座や札幌学院大学のイベント等をご案内する目的以外には使用いたしません。
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お申し込み方法
1．ハガキ・ＦＡＸによるお申し込みは、◎に示す項目を記載のうえ、下記あて先にお送りください。

宛先

[ハガキ] 〒069-8555 江別市文京台11番地
札幌学院大学社会連携センター「コミュニティ・カレッジ」係
[ＦＡＸ] ＦＡＸ番号 ０１１−375−8910
◎ハガキ・FAX用紙に記載する事項は下記の全ての項目です。
なお、
記入漏れなどがありますと
受付処理等が出来ませんのでご注意下さい。
お間違えのないようご記入願います。
※第2・第3希望のお申し込みは受付けておりません。
※駐車場利用を希望される方は、
必ずご記入願います。
〈はがき用切り取り線〉

〈FAX用切り取り線〉

講座番号

講 座 名

（※複数記入可）

フリガナ
氏

名

〒

−

電話番号

）

・

しない

住

（

所
年齢

歳

職業

駐車場利用希望

す

る

コミュニティ・カレッジを受講したことがありますか

同窓生本人

卒業年（

年）
（

在学生の保護者 在学生氏名
在学生本人

（

はい or いいえ

学部） 旧姓（

）

学部

年）

学籍番号（

）

コミュニティ・カレッジ講座を何で知りましたか？（○をつけてください）
①本学の案内
⑤道民カレッジ

②区役所、区民センター
⑥友人・知人

③図書館

④新聞折込チラシ

⑦インターネット

⑧その他（

）

2．ホームページから申し込む場合はこちらからお申し込み下さい http://www.sgu.ac.jp/rcc/
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心理臨床センター相談室のご案内
皆さまからのご相談をお待ちしております。また、ご本人だけではな
く、ご家族や周りの方、学校の先生方もお気軽にご相談ください。

相談の例
● 学校に行けない・行かない
● ひきこもり
● 反抗・暴力など
● 友人関係や職場での人間関係
● 子どもとの接し方

札幌学院大学大学院（修士課程）のご案内
地 域 社 会
マネジメント
研 究 科

夜間・土曜授業、札幌都心の大通サテライト教室
などの働きながら学べる環境を有し、地域社会の諸課
題を研究対象とし、地域・まちづくり系分野、地域・
経営・経済分野及び地域会計分野等のそれぞれの分
野でスペシャリストとして活躍し得る人材養成を目的とし
ています。ＣＦＰ ® 受験資格を得ることも可能です。

法
研

法学を中心に隣接諸科学の研究成果を総合して、
鋭い人権感覚と豊かな国際感覚を備えた、
地域社会に
貢献できる人材及び高度な専門知識と能力を備えた
専門的職業人を養成することを目的としています。税理
士資格とＣＦＰ® 受験資格の取得もサポートしています。

究

学
科

詳 細 は お 電 話 で お 問 い 合 わ せ い た だくか、本 学 心 理 臨 床 センターH P
（http:www.sgu.ac.jp/cpc/)をご覧になってください。

■心理臨床センターのお問い合わせ先

札幌学院大学 心理臨床センターまで
TEL 011-386-9794
（直通・月〜土曜日 10：00〜16：00）

臨床心理学
研 究 科

臨床心理学を中心に心理臨床に関連する諸分野
との連携を得ながら、様々な心の問題を心理臨床の
視点から取り上げ、
公認心理師及び臨床心理士という
専門的職業人を養成することを目的としています。道
内初の臨床心理士資格認定協会一種認定校として
の実績を有しています。

その他、編入学試験制度、社会人入学試験制度、科目等履修生制度、聴講生制度、研究生制度等があります。詳細についてはお問合わせください。

〒069-8555 江別市文京台11番地 TEL：011-386-8111㈹

http://www.sgu.ac.jp

交通アクセス
■JR 利用の場合
〇札幌駅
（江別、
岩見沢方面）発⇒大麻駅下車
所要時間：快速 12 分＋徒歩 10 分

正門
JR大麻駅へ

■バス利用の場合
（新札幌バスターミナルから）
〇
（JR バス・夕鉄バス）
⇒学院大正門前
または北翔大学：札幌学院大学前下車
所要時間：乗車約 10 分＋徒歩 1 〜 3 分
●JR バス /10 番乗り場
●夕鉄バス /12 番乗り場

1号館 ココです

札幌学院大学
正門前

社会連携センター
コミュニティ・カレッジ
会場案内
〒069-08555

江別市文京台11番地
札幌学院大学 １号館２階
●コミュニティ・カレッジのお問い合わせ先●

札幌学院大学社会連携センター

ホームページ http://www.sgu.ac.jp/rcc

TEL 011-386-8111
（代表）
FAX 011-375-8910

受付時間/9：00〜17：00（月〜金）

