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主 催 ◆ 札幌学院大学社会連携センター
後 援 ◆ 北海道教育委員会・札幌市教育委員会
提 携 ◆ 道民カレッジ・えべつ市民カレッジ

COMMUNIT Y COLLEGE
ごあいさつ
市民の皆様

札幌学院大学の前身である札幌文科専門学院は、終戦の翌年、戦場から帰還した若者たちによっ

て札幌市中島公園内の農業館を借用して創設されました。設立認可申請書には「北海道の自然と
文化とが祖国再建の途上に占むべき重要性に鑑み北方文化の新指導者たるの任に当たり得べき人
格と知能の育成を期すべくここに設立したるものなり」とあり、北海道に貢献する人材の育成を
目的に掲げていました。その後、札幌文科専門学院は札幌短期大学、札幌商科大学となり現在の
札幌学院大学へと成長いたしました。地域に貢献する人材の育成は学園の創設当初から一貫した
大学の理念と言うことができます。

一昨年、本学は学園創立 70 周年を迎えました。生涯学習のための講座である「コミュニティ・

カレッジ」も開設してから 19 年目を迎えます。今年度はこの事業を江別市の札幌学院大学にお
いて開講、実施いたします。私どもは、グローバル化が一層進む中にあって大学の理念である地
域貢献を時代に応じた形で具体化し、親しみやすくかつわかりやすい講座を続けたいと考えてお
ります。

2018 年の後期講座においても多彩な講座をご用意致しました。この学びの場で皆様とお会い

できることを楽しみにしております。

※社会連携センターは、2018 年４月札幌学院大学に移転しました。

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
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1

【心理学部開設記念講座】

人生を豊かにする心理学
定員／50名

受講料／無料（全3回）

札幌学院大学は2018年、公認心理師資格（心理学に関する専門的知識及び技術をもって心理に関する支援等を行なう
国家資格）の試験に対応すべく新たに心理学部を開設いたしました。本講座は、専門を異にする３名の講師による講義を
通じて心理学の諸側面について理解を深めます。

回

1
2
3

テーマ／講座日

幸せのダンスセラピーと海外事情
10月27日（土）

午前

10：00～12：00

グループ・コラージュ体験による
ストレスコーピング
11月10日（土）

午前

10：00～12：00

「クール・ジャパン」の精神分析
11月17日（土）

講師
紹介

午前

10：00～12：00

内

容

人生の問題をふと棚上げし ( 現象学でいうエポケー的な相対化 )、自身の「こ
ころとからだ」を感じとってみる…。アーツセラピーの一つ、ダンスセラピー
には幸せに向かうための
「心のビタミン」
が含まれています。
講師／札幌学院大学心理学部教授 葛西 俊治
芸術療法の技法であるコラージュ療法を体験することで、効果的なストレ
ス対処について考えます。ハサミ・ノリ・切っても良い雑誌 ( 写真が多いもの )
をお持ちください。
講師／札幌学院大学心理学部教授 佐野 友泰
いまや漫画やアニメといった日本のサブカルチャーは世界に認められるように
なりました。しかし、この影には「 戦争 」
「 原爆 」といった体験が見え隠れしてい
ます。 戦後漫画史を振りかえりながら
「クール・ジャパン」の原点を探ります。
講師／札幌学院大学心理学部教授 村澤和多里

葛西 俊治（かさい としはる） 1951年札幌市生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学 ( 文学修士 )。
「こころとからだ」
に関わる身体心理療法ならびにダンスセラピーの実践 ･ 研究を行う。2004年より現職。日本ダンス・セラピー協会副会長。著書に『行動を
ソフトに科学する』( 単著 ) など。
佐野 友泰（さの ともやす） 1973年東京都生まれ。明星大学大学院心理学専攻博士課程満期退学。博士 ( 心理学 )、臨床心理士。芸術療
法の国際比較、コミュニケーション力のトレーニング、大学生の学校適応について研究している。
村澤和多里（むらさわ わたり） 1970年三重県生まれ。北海道大学大学院博士課程満期退学。博士（教育学）、臨床心理士。ひきこもりの若
者の支援、児童養護施設での臨床支援を研究している。2011年度より現職。著書に『ポストモラトリアム時代の若者たち』
（共著）など。

葛西俊治

佐野友泰
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村澤和多里

COMMUNIT Y COLLEGE
講座番号

【北海道命名150年記念企画】

2 「北海道150年
定員／50名

古文書に見る北海道の光と影」
受講料／4,000円（全4回）

今年は北海道命名150年。北海道の歴史に関わる数多い古文書類の中から、その時代を揺り動かしたテーマを三つ取
り上げ、古文書を用いて経過をひもときつつ、開拓の光と影が織りなす北海道の特殊性を考える。最後の回は、北海道
に足跡を残した人物の知られざる側面を、やはり古文書から照射する。

回

1

テーマ／講座日

「蝦夷地」から「北海道」へ。
その陰に蠢（うごめ）くもの
10月16日（火）

午後

2
3

政界スキャンダル「開拓使官有物
払い下げ」が意味するもの

4

北国を彩った異色の人間ドラマ
（小市、志村鉄一、寅吉ら）

10月30日（火）

11月6日（火）

午後

午後

午後

容

蝦夷地が北海道と名を改めた理由は、古代の律令制下の日本国領地を示す
「五畿七道」に蝦夷地を加えたことによる。松浦武四郎は６つの候補の中に「北
加伊道」を含めて提言。この「加伊」に込められた真の意味こそ…。

13：30～15：30

榎本武揚はなぜ箱館戦争を引き起
こしたか
10月23日（火）

内

榎本武揚は朝廷に対して「蝦夷地の一分」を譲り受け、旧徳川家臣団で北門
を守備したいと請願したが許されず、艦隊を率いて江戸を脱走し、蝦夷地に
渡り、箱館戦争を惹起した。負けを覚悟で戦いへ突き進んだ理由とは。

13：30～15：30
開拓使官有物払い下げ事件は明治政府の屋台骨を揺るがし、「明治十四年の
政変」にまで発展した。開拓長官黒田清隆はなぜ部下に受け皿となる会社を設
立させるまでして、官有物を払い下げようとしたのか。その陰に…。

13：30～15：30
ロシアに流された大黒屋光太夫とともにやっと帰国しながら、根室で死ん
でいった小吉、札幌の開祖の一人、志村鉄一の波乱の生き様、脱獄魔五寸釘
寅吉の思わぬ晩年など、歴史のヒダに埋もれた人物の意外な側面を探る。

13：30～15：30
講師／ノンフィクション作家

講師
紹介

合田

一道

合田 一道（ごうだ いちどう） 1934年生まれ。佛教大学卒業。北海道新聞社に勤務し、各地を回る。退職後はノンフィクション作品を執
筆するかたわら、札幌大学講師。著書は『日本人の遺書』
『古文書に見る榎本武揚』
『日本史の現場検証』
『人間登場～北の歴史を彩る』
『裂けた
岬』など多数。
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【北海道命名150年記念企画】

150年間のアイヌの物語
定員／50名

受講料／2,000円（全2回）

北海道100周年は、開拓の始まりを記念し、祝う雰囲気が溢れていました。それから50年。これからも、節目になる
と繰り返し語られるのであろう北海道の歴史を象徴するできごとを、北海道の先住民であるアイヌに視点を据えてお話
しします。

回

テーマ／講座日

1

「滅びゆく」アイヌ

2

「享受」されるアイヌ文化

11月13日（火）

11月20日（火）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

内

容

蝦夷地から北海道になると、為政者はアイヌの日本人化を当然のこととし、
アイヌ文化を異文化として禁止しました。その後、文明化できずに「滅びゆく」
ものという価値を与えます。アイヌの人々はどのように自らをみつめて生き
ていたのでしょうか。
北海道100周年のころ、日本に異民族はいないことになっていました。現
在では、アイヌ文化はアイヌのものであると同時に日本のなかの多様性とし
て取り込まれ、2020年には国立アイヌ民族博物館が開館します。この50年
で何が起きたのでしょうか。
講師／札幌学院大学人文学部教授

講師
紹介

児島

恭子

児島 恭子（こじま きょうこ） 1954年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士（文学）。早稲田大学・昭和女子
大学等非常勤講師を経て現札幌学院大学教授。著書『アイヌ民族史の研究』、『エミシ・エゾからアイヌへ』、論文「エスニシティの針―18・
19世紀のアイヌ民族」、
「アイヌ女性の生活」等。
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うそ

だま

人はなぜ嘘をつき、人はなぜ騙されるのか？
―「嘘」
と
「だまし」の心理と病理
定員／50名

受講料／4,000円（全4回）

昨今、
「おれおれ詐欺」が跡を絶たず、政治の分野では「公文書改ざん」や「偽証」、
「ごまかし」
などの事実の「隠蔽」
、それ
に世界では「フェイク・ニュース」の氾濫など、世の中は「嘘とだまし」のオンパレードといった状況です。
本来、人は嘘をつき、嘘にだまされやすい存在です。今回は、そうした人間のこころの特性について、分析し理解を
深めてまいりたいと思います。

回

1

テーマ／講座日

「嘘」と「だまし」の現象学
10月3日（水）

午後

13：30～15：30

2

「嘘」と「だまし」の心理学
―人はなぜ嘘をつくのか？―

3

「嘘」と「だまし」の病理学
―人はなぜだまされるのか？―

4

10月10日（水）

10月17日（水）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

「嘘とだまし」の本質の理解
10月24日（水）

午後

13：30～15：30

内

容

古来より、人は嘘をつき、人をだましたり、人は嘘にだまされたりします。
その多くの具体的な事実を、まずご紹介します。人は嘘をつきやすく、また、
だまされやすいことがわかります。なかには、自分が嘘をついていることや、
だまされていることすら気づいていないことさえ多いのです。その点、よほ
ど注意深くあらねばならないことを教えてくれています。
「病的虚言症」という特殊な心の病は別にして、一般の普通の人々も嘘をつ
きます。その嘘には「良い嘘」も「悪い嘘」もあり、二面性があります。
「光と影」、
「功用と罪悪」もあるわけです。そうした「こころの働き」の理由についてお話
しします。
「私はだまされたことはない」という人は、この世にひとりもいません。も
ともと、人の脳はだまされやすいからなのです。
「錯覚」とか「思いこみ（先入
観）
「
」偏見」
、それに病的には
「幻覚」
や
「妄想」
などが典型です。人のこころは実
はだまされやすい部分があるのです。そのメカニズムについてお話しします。
「嘘をつくこと」と「だまされること」とは、人のこころにつきものなのです。
そのことに、まず気づいて、さらにその理由を理解することで、人は有害で
無用の「嘘」をつかずにすみますし、また、「だまされる」ことも予防できます。
そのための心構えの持ち方のコツについてふれながら、複雑な人のこころの
本質の一端を考えてまいります。
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

講師
紹介

安岡

譽

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。
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「目黒5歳児虐待死事件」を心理分析する
定員／50名

受講料／2,000円（全2回）

まだ記憶に新しい「目黒5歳児虐待死事件」で、被害幼児が書き残した「ゆるしてください・ゆるしてください」のメッ
セージが、私たちの心に突き刺さる。彼女の命を守れなかったのは、あの義父と実母だけの問題に落とし込んではなら
ない。この虐待が「連鎖の構造」を持つことを、私たち大人は冷静に検討すべきなのである。前期「ハラスメントの心理学」
の続編ですが、初参加の受講生を前提に講義を進めます。

回

テーマ／講座日

1

自他境界の越境

2

共同性への見果てぬ夢

10月26日（金）

11月30日（金）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

内

容

自立できず保護者の養育に委ねるしかない乳幼児の、虐待死事件は何故繰
り返されるのか？幼い命を守るはずの「母親の不在」は何故現象してしまうの
か？そこに虐待の連鎖を読み解いて行きたい。
パワハラ（幼児虐待）
・セクハラの事件で揺れ動いた2018年の日本！これら
の事件の背景に共同性の欠損（つながりの喪失）があるだろう。新たな視点に
よる問題解決の道を探りたい。
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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現代日本社会を斬る
定員／50名

受講料／3,000円（全3回）

現代日本の政治、行政、教育その他の間違った側面を、民主主義の点から斬ってみる。そして正しいあり方を模索します。

回

テーマ／講座日

1

現代日本の政治

2

現代日本の行政、司法

3

現代日本の教育、その他

11月2日（金）

11月9日（金）

11月16日（金）

午後

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

内

政治資金とその規正法の間違い、選挙のしがらみ、官、財、政の結びつき
について。
官僚たちの天下りと、その弊害、官僚たちの間違った仕事観、最高裁判所
の信任投票について。
義務教育、いじめ問題、教育の劣化、大学・高校論、文章教育、教員の働
き方について。
講師／元札幌学院大学教授

講師
紹介

講座番号

7

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）。

来年の世界経済の展望とマネープランへの影響

～米朝会談はパラダイム転換になるのか？～
定員／50名

受講料／2,000円（全2回）

６月に開催された史上初の米朝首脳会談でトランプ大統領と金正恩主席がにこやかに握手を交わしました。その評価
は当事者間の大成功に対して専門家間では懐疑的です。一方で世界経済は楽観論が支配したまま年末に向かうとの予想。
その陰で中東情勢の混迷、イタリアの政治問題、新興国市場の混乱などリスクも様々。世界と日本経済の定点観測を始
めて19年目、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

米国の利上げは続く、
東京五輪後の日本経済は？
10月13日（土）

午前

午後

容

米国の利上げが続きブラジルやトルコなどから資金流出が起きています。
日本は依然としてデフレ脱却に手間取りますが、日銀の国債や株式の買入れ
は静かに縮小しています。今後の資産運用上のリスクを確認します。

10：00～12：00

今後もやはり
『長期国際積立分散投資』
10月13日（土）

内

第4次産業革命と人生100年時代に不安山積の日本人。金融商品を知るだけ
でなく、少額でも始めないと流れに取り残されます。
『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。

13：00～15：00
講師／札幌学院大学大学院非常勤講師

講師
紹介

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。
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講座番号
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絵画が語る、人間の生
定員／50名

受講料／3,000円（全3回）

時代を超えて、今なお私たちの心に多くを語りかけてくる絵画たち。この講座では、いくつかの作品に焦点をあて、
作者の表現・意図などを歴史的背景を探りながら考えていきます。今回はルネサンス前後に焦点をあてます。15世紀初
頭イタリアを中心に花開いた芸術運動。その前後で絵画に描かれる世界、そして役割は大きく変わりました。さて、何
がどのように変わったのでしょうか。

回

1

テーマ／講座日

アルプスを越えたもうひとつの
ルネサンス
10月6日（土）

午後

2
3

絵画は語る
10月27日（土）

午後

午後

のどかな農村風景、子供たちの遊びを描いた画家ブリューゲル、自画像を
好んだデューラー…。16世紀を代表する北方ルネサンスの画家たちの作品か
ら当時の生活を考えます。

13：30～15：30

13：30～15：30

幻想画の大家ヒエロニムス・ボス、地獄をも綿密に描くファン・エイク兄
弟…15世紀に新技法を駆使して描かれた
「不思議」
を探ります。
イタリア・フィレンツェを中心に興った芸術運動、アルプスを越えて開花
した北方ルネサンス。その両方を比べながら描かれる世界の違いを考えなが
ら鑑賞の手がかりを見つけます。
講師／画家

※10月13日
（土）
は休講

講師
紹介

容

13：30～15：30

初期フランドル派の奇怪な世界
10月20日（土）

内

美術講師

守分

美佳

守分 美佳（もりわけ みか） 北海道教育大学特設美術課程卒業。札幌を中心に中学・高校・大学などで美術教育に携わる。作家として個
展を開催する傍ら、本の装幀（かもがわ出版、透土社など）、演奏会・舞台などの広告デザイン、CD ジャケットデザイン、店舗ロゴデザ
インなどの制作も手がける。
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特別支援教育実践のいま・演じることで育つ生徒たち
― 新篠津高等養護学校演劇部の軌跡から学ぶ ―
定員／50名

受講料／3,000円（全3回）

2017年3月、創部3年目の新篠津高等養護学校演劇部が岐阜県大垣市で開かれた春季全国高校演劇研究大会への初出
場を果たしました。作品タイトルの「どんぐりの学校」は、高等養護学校という＜どんくさい学校＞に由来します。10人
の部員が自分たちのことをモデルにしたもので、さながら本人が本人を演じているかのような実存的な作品です。義務
教育時代に特別支援学級に在籍したことや、現在、特別支援学校に在籍している事実、さらに家族内での立ち位置、進
路についての自身のイメージなど、その内面世界がリアルに吐露されています。本講座では、指導に当たった山田勇気
教諭に、その後の作品も含めながら、特別支援教育における演劇教育の意義を語っていただき、特別支援教育実践の本
質に迫っていきます。

回

1

テーマ／講座日

「どんぐりの学校」の生徒たち
12月1日（土）

2

10：00～12：00

「ましろく怒れり」が問うもの
12月1日（土）

3

午前

午後

13：00～15：00

「鈍行列車に乗ってどこまでも」、
そして、これから
12月1日（土）

午後

15：20～17：20

内

容

左記作品を鑑賞したうえで山田が生徒一人一人の身上（事情）を語る。ここ
から教育の本質、教育実践の本質、さらに細かく分け入り、教育評価の本質、
演劇教育の意義、物語構造論（本作では『風の又三郎』
）といったテーマを抽出
する。＜演劇創作の過程は教育の原点＞という認識をもつに至った山田実践
の一端にふれる。
左記作品は、冒頭に2017年7月、神奈川県相模原市の「津久井やまゆり園」
で入所者19人が殺害され、27人が負傷した事件を取り上げ、翻って高等養護
学校の演劇部部長も内なる差別心に気づき、前に進もうとする物語。石狩支
部大会で「優秀賞」を受賞したが、事件の印象が舞台に暗い影を落としたとの
評価で、全道大会には出場できなかった。果たして本作が問うものとは？山
田が問われたものとは？
左記作品は、「ましろく怒れり」をリメイクしたもので、2018年3月に岩見
沢で行った自主公演作品。< 鈍行列車 > とは切り捨てられる者が乗る列車。
内なる差別意識、真の幸福とはなにか、を問う。山田実践の特徴を概括した
うえで、承認要求、表現要求、自己理解、他者理解等々、特別支援教育にお
ける演劇教育のもつ独自の意義を考察する。さらに胸中にあるテーマ、問題
関心をふまえて今後の課題を探究する。
講師・コーディネーター／札幌学院大学人文学部教授 二通
諭
ゲストスピーカー／北海道新篠津高等養護学校教諭 山田 勇気

講師
紹介

二通
諭（につう さとし） 1951年札幌郡手稲町生まれ。北海道教育大学札幌分校卒。小中学校での35年間の教員生活の後、2009年から
札幌学院大学で主に特別支援教育関連科目を担当。単著に『映画で学ぶ特別支援教育』、
『特別支援教育時代の光り輝く映画たち』、編著書に
『特別支援教育コーディネーター必携ハンドブック』、『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』。
山田 勇気（やまだ ゆうき） 1978年幌加内町生まれ。 2000年３月 東北学院大学英文科卒業。 2001年〜2006年 小平高等養護学校教諭、
2006年〜2013年 美深高等養護学校教諭、2013年〜 新篠津高等養護学校教諭。最近の主な舞台作品として「どんぐりの学校」
（2016年度９月
〜３月）、
「ましろく怒れり」
（2017年度９月）、
「鈍行列車に乗ってどこまでも」
（2017年度３月）がある。
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フットパスを知ろう、歩こう！
定員／40名

受講料／2,100円（全2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。フットパスの解説だけではなく、実際に札幌市内のフットパスも歩く実践的な講座です。

回

テーマ／講座日

1

北海道と札幌のフットパスの軌跡

2

10月5日（金）

午後

13：30～15：30

内

容

フットパス先進地北海道と札幌でのフットパス活動や事例を写真を交えな
がらご紹介します。
講師／株式会社ジオ代表取締役 小川浩一郎

手稲駅を起終点としたフットパスを歩きます。手稲地区の歴史や文化、前
田森林公園、新川周辺の自然などに触れられます。大学生たちが設定したルー
トです。
講師／小川浩一郎
講師／エコ・ネットワーク代表 小川
巌
10：00～14：00（予定）

フットパスを歩こう！
＊雨天決行

10月6日（土）

時間は予定です。集合場所等は座学でお知らせします。昼食持参。
〈参加条件〉健康で２～３時間歩ける方。

講師
紹介

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』
小川
巌（おがわ いわお） 1945年生まれ。北海道大学大学院農学研究科修了。エコ・ネットワーク代表。フットパス・ネットワーク北海
道事務局長。著書
『あなたはクマやハチと共存できますか？』
『フットパスに魅せられて―私のフットパス遍歴―』
他。
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成年後見制度について学ぶ
定員／50名

受講料／2,000円（全2回）

2012年には65歳以上の７人に１人の割合だった認知症患者が、2025年には5人に1人となり、700万人を突破すると
いわれています。
少子高齢化が進み、家族による支援が難しいケースが増えています。あなたが認知症になった時に、生活を見守り、
権利を保護してくれる制度があります。
制度創設時には９割のケースで親族が後見人となっていましたが、2012年からは、後見人に第三者が就任する割合が
全体の半数を超え、この傾向はますます加速しています。
親族以外では、専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士など）や法人による後見も行われています。また、この制度を
担う人材として、市民の新しい助け合いの仕組みである市民後見人も誕生しています。
実際にこの制度を利用するにはどうするのか。この制度の歴史から、日常生活や財産管理を委ねる賢い後見人の選び
方まで実例を交えてやさしく解説します。

回

テーマ／講座日

1

成年後見制度の意義と仕組み
～あなたのお金と生活を守る後見
制度を学びましょう
11月7日（水）

2

午後

講師
紹介

午後

13：30～15：30

容

成年後見制度の歴史と、これからの社会における役割や重要性、その仕組
みなどを、皆さんの生活に置き換えて説明します。
将来のお金のことも含め、わかりやすく解説します。
講師／札幌学院大学非常勤講師 CFP® 中谷 俊雄

13：30～15：30

成年後見制度の実際
～知らないと損する後見人の選び方
11月14日（水）

内

コーディネーター／独立型社会福祉士

小野寺さゆみ

成年後見の対象と後見の業務を実体験に基づいてお話しします。
裁判所で選任される後見人は自分で選ぶことができませんが、あなた自身
で事前に取り決める方法もあります。
家族や、専門職ごとの得意分野など、後見人の選び方やその仕事について、
実例を交え解説します。
もし、あなたが家族や市民後見人となる場合にも参考になる内容です。
講師／小野寺さゆみ

小野寺 さゆみ（おのでら さゆみ） 札幌学院大学大学院修士課程修了。2005年から介護事業所の調査業務に従事し、2012年に小野寺社
会福祉総合事務所を設立。個人や企業、金融機関からの介護・福祉関連の相談や研修の講師などに携わる。認知症高齢者、知的障がい者、
精神障がい者の成年後見人として活動している。独立型社会福祉士、精神保健福祉士、日本社会福祉学会会員、ＮＰＯ法人さいわい成年
後見センター理事長。
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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相続トラブル事例から学ぶ正しい『相続』
定員／50名

受講料／4,000円（全4回）

「終活」という言葉がメディアなどを通じて知られる機会も増え「相続」に関する情報は氾濫していますが、必ずしも正
しい情報ばかりではありません。この講座では、トラブル事例を元にした自分でできる相続対策として、様々な相続対
応をしてきた実務専門家が、相続トラブルへの備え方を考える機会を提供します。

回

1

テーマ／講座日

「相続の基礎を学ぶ」
11月1日（木）

午後

13：30～15：30

2

「相続トラブル事例から
相続トラブルに備える」

3

「不動産と相続対策、
遺言書の作成方法」

4

11月8日（木）

11月15日（木）

午後

午後

13：30～15：30

13：30～15：30

「相続税トラブル事例」
11月22日（木）

講師
紹介

午後

13：30～15：30

内

容

「相続」を考えるときに、正しい知識は欠かすことができません。豊富な実
務経験をもつ専門家が、多種多様な場面での実例を元に、陥りやすい間違い
を考えていきます。また、
エンディングノートの活用方法にも触れていきます。
講師／行政書士 藤永 誠一郎
実際に様々な相続紛争に直面し、対処してきた弁護士が、トラブルに至っ
てしまう原因を分析し、事前にトラブルに備える方法を事例に基づき解説し
ていきます。
講師／弁護士 奧野
舞
不動産のように分けにくい財産があると、相続トラブルに発展してしまい
やすい傾向があります。事例を交えながら、不動産にまつわる相続対策、ト
ラブルを避けるための遺言書の作成方法や有効な活用方法を解説します。
講師／弁護士 中村 浩士
相続税対策としてやってはいけないことや、有効な相続税対策を含め、税
務署で実際に資産税業務に携わってきた税理士が、相続税調査の現場での話
を交えつつ、正しく理解すれば怖くない相続税について解説します。
講師／税理士 斎藤
隆

藤永 誠一郎（ふじなが せいいちろう） 1980年生まれ。北広島市出身。札幌学院大学大学院地域社会マネジメント研究科修了。2007年行
政書士登録。現在、行政書士シティ行政法務事務所代表。相続等の民事業務、許認可申請等の商事業務を行っている。
奥野
舞（おくの まい） 1983年生まれ。旭川市出身。2007年京都大学法学部卒業。2012年司法試験合格。2013年弁護士登録。現在、
弁護士法人シティ総合法律事務所所属。労務管理、相続業務、犯罪被害者支援等の業務を行っている。
中村 浩士（なかむら ひろし） 1975年生まれ。東京都出身。1998年中央大学法学部卒業。1999年司法研修所入所。2000年東京地方検察
庁検事。2005年弁護士登録。2007年中村総合法律事務所開設。2015年弁護士法人シティ総合法律事務所代表。
斎藤
隆（さいとう たかし） 1967年生まれ。札幌市出身。北海学園大学経済学部卒業。東京国税局、札幌国税局管内の税務署にて通算
25年間勤務。主に相続税等の資産税関係の税務調査に従事。2015年より税理士法人ＴＡＰ札幌事務所長。
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お申し込みから受講までの流れ
①【申込期間】

8月23日
（木）〜9月11日
（火）
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】
9月19日
（水）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。
※9月25日（火）
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）

●札幌学院大学
「コミュニティ・カレッジ」は、高校生以上であればどなたでも受講できます。
●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〉

講 座 名

〈FAX用切り取り線〉

講座番号

（※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

（

はい or いいえ

学部） 旧姓（

）

学部

年）

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 ②区役所、区民センター ③図書館 ④道民カレッジ ⑤友人・知人
⑥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

サツガク最新情報はこちらから

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
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）

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㈹

札幌学院大学大学院（修士課程）のご案内

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。

究

日

学
科

験

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。

試

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。

修士課程入学試験日程
願
書
受理期間

地 域 社 会
マネジメント
研 究 科

http://www.sgu.ac.jp

一期入試

二期入試

2018年
2019年
9月 3日（月）
1月10日（木）
～9月14日（金）
［必着］ ～1月24日（木）
［必着］
2018年9月29日
（土）
臨床心理学研究科
（一般・社会人）
法学研究科
2018年9月30日
（日）
臨床心理学研究科
（一般）
地域社会マネジメント
研究科

2019年2月9日
（土）
臨床心理学研究科
（一般・社会人）
法学研究科
地域社会マネジメント
研究科
2019年2月10日
（日）
臨床心理学研究科
（一般）

出願資格審査日程等
一
出願受付期間

期

終了致しました

二

期

2018年11月16日
（金）～11月29日（木）
［必着］

○大学院に入学するには
大学院は、大学で学んだ事を基礎に、より高度な内容を学ぶ教育・研究機関です。大学院（修士課程）に入学するには「学士」の学位（四
年制大学卒業）が必要となりますが、出願資格審査に合格することにより、大学を卒業していなくても受験資格を得ることができます。

大学院のお問合せ先：札幌学院大学 教育支援課 TEL 011-386-8111
（代）
URL＝http://www.sgu.ac.jp/gra/gs/
●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）

