
授 業 科 目

専攻必修科目

◎ 教授 博士（心理学） 岡安　孝弘

◎ 教授 博士（教育学） 諸富　祥彦

◎ 教授 博士（心理学） 高瀬　由嗣

◎ 教授 博士（人間学） 伊藤　直樹

◎ 教授 博士（コミュニティ福祉学） 加藤　尚子

○ 准教授 竹松　志乃

○ 准教授 博士（教育学） 佐々木　掌子

○ 准教授 博士（心理学） 濱田　祥子

○ 講師 博士（医学） 川島　義高

◎ 教授 寺田　良一

◎ 教授 大畑　裕嗣

○ 准教授 内藤　朝雄

◎ 准教授 平山　満紀

○ 講師 博士（社会学） 昔農　英明

◎ 教授　 小林　繁

◎ 教授　 齋藤　泰則

◎ 教授　 高野　和子

◎ 教授 博士（図書館情報学） 青柳　英治

○ 教授 平川　景子

◎ 教授 博士（歴史学） 駒見　和夫

○ 准教授 博士（教育学） 関根　宏朗

○ 准教授 博士（教育学） 山下　達也

○ 准教授 Ph.D. 井上　由佳

臨床心理学専修科目

専修必修科目

臨床心理学特論Ａ 准教授 博士（心理学） 濱田　祥子

臨床心理学特論Ｂ 准教授 博士（教育学） 佐々木　掌子

教授 博士（心理学） 岡安　孝弘

准教授 竹松　志乃

臨床心理面接特論Ⅱ 教授 博士（教育学） 諸富　祥彦

教授 博士（心理学） 岡安　孝弘

教授 博士（教育学） 諸富　祥彦

准教授 博士（教育学） 佐々木　掌子

兼任講師 博士（人間学） 小粥　宏美

兼任講師 岩井　昌也

兼任講師 高田　夏子

教授 博士（心理学） 高瀬　由嗣

教授 博士（人間学） 伊藤　直樹

教授 博士（コミュニティ福祉学） 加藤　尚子

准教授 竹松　志乃

准教授 博士（心理学） 濱田　祥子

講師 博士（医学） 川島　義高

教　員

臨床心理面接特論Ⅰ

（心理支援に関する理論と実践）

臨床心理実習Ⅱ

臨床人間学総合演習Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

臨床心理実習Ⅰ

（心理実践実習Ⅰ）

臨床心理基礎実習Ａ・Ｂ



専修必修科目

臨床心理査定演習Ⅰ

（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅰ）

臨床心理査定演習Ⅱ

選択必修科目

Ａ群

心理学研究法特論

（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅳ）
教授 博士（人間学） 伊藤　直樹

心理統計法特論

（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅲ）
兼任講師 博士（人間科学） 金築　優

Ｂ群

発達心理学特論

（福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅱ）
兼任講師 博士（心理学） 眞榮城　和美

人格心理学特論

（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅱ）
兼任講師 沼　初枝

Ｃ群

社会心理学特論

（産業・労働分野に関する理論と支援の展開）
兼任講師 博士（文学） 下斗米　淳

犯罪心理学特論

（司法分野に関する理論と支援の展開）
兼任講師 博士（心理学） 室城　隆之

Ｄ群

精神医学特論Ⅰ

（保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅰ）
兼任講師 博士（医学） 道喜　将太郎

心身医学特論

（保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅱ）
兼任講師 竹内　伸

障害者(児)心理学特論

（福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅰ）
兼任講師 山崎　晃史

健康心理学特論

（心の健康教育に関する理論と実践）
教授 博士（心理学） 岡安　孝弘

Ｅ群

心理療法特論 兼任講師 富士見　ユキオ

グループアプローチ特論

（家族関係・集団・地域社会における心理支援

に関する理論と実践Ⅰ）

兼任講師 藤岡　孝志

コミュニティアプローチ特論

（家族関係・集団・地域社会における心理支援

に関する理論と実践Ⅰ）

兼任講師 塩谷　隼平

学校臨床心理学特論

（教育分野に関する理論と支援の展開）
教授 博士（教育学） 諸富　祥彦

投映法特論Ａ 兼任講師 岩井　昌也　

投映法特論Ｂ 兼任講師 伊藤　幸江

臨床心理特別実習ⅠＡ・ⅠＢ

（心理実践実習ⅡＡ・ⅡＢ）
兼任講師 増沢　高

臨床心理特別実習ⅡＡ・ⅡＢ

（心理実践実習ⅢＡ・ⅢＢ）
兼任講師 吾妻　ゆかり

 特定科目

臨床人間学特別指定講義Ⅰ

臨床人間学特別指定講義Ⅱ

博士前期課程共通特修科目

授 業 科 目

総合文学研究ⅠＡ 本年度休講

総合文学研究ⅠＢ 本年度休講

教授 博士（心理学） 高瀬　由嗣

教　員



授 業 科 目

総合文学研究ⅡＡ 本年度休講

総合文学研究ⅡＢ 本年度休講

総合文学研究ⅢＡ 本年度休講

総合文学研究ⅢＢ 本年度休講

総合文学研究ⅣＡ 本年度休講

総合文学研究ⅣＢ 本年度休講

総合文学研究ⅤＡ 本年度休講

総合文学研究ⅤＢ 本年度休講

総合史学研究ⅠＡ

総合史学研究ⅠＢ

総合史学研究ⅡＡ

総合史学研究ⅡＢ

総合史学研究ⅢＡ 本年度休講

総合史学研究ⅢＢ 准教授 博士(文学) 櫻井　智美

総合史学研究ⅣＡ 教授 佐藤　清隆

総合史学研究ⅣＢ 本年度休講

総合史学研究ⅤＡ 本年度休講

総合史学研究ⅤＢ 教授 Ph.D. 佐々木　憲一

総合史学研究ⅥＡ 本年度休講

総合史学研究ⅥＢ 本年度休講

総合地域研究ⅠＡ（東北日本） 教授 石川　日出志

総合地域研究ⅠＢ（南西日本） 本年度休講

総合地域研究ⅡＡ（慶北大学校） 本年度休講

総合地域研究ⅡＢ（高麗大学校） 教授 博士（文学） 牧野　淳司

総合地域研究ⅡＣ（中国） 教授 石川　日出志

博士後期課程共通選択科目

授 業 科 目

教授 石川　日出志

教授 博士（文学） 牧野　淳司

准教授 博士（史学) 中村　友一

教授 野田　　学

教授 文学博士 田母神　顯二郎

准教授 平山　満紀

文化継承学Ⅲ 本年度休講

総合地域特殊研究ⅠＡ（東北日本） 教授 石川　日出志

総合地域特殊研究ⅠＢ（南西日本） 本年度休講

総合地域特殊研究ⅡＡ（慶北大学校） 本年度休講

総合地域特殊研究ⅡＢ（高麗大学校） 教授 博士（文学） 牧野　淳司

教　員

教　員

文化継承学Ⅰ

文化継承学Ⅱ

兼任講師 博士（史学） 伊勢　弘志

教授

教授

教授

Ph.D.

博士（文学）

博士（文学）

佐々木　憲一

山﨑　健司

高橋　一樹



総合地域特殊研究ⅡＣ（中国） 教授 石川　日出志

※◎がついている科目は研究指導（博士前期・博士後期）が，○がついている科目は研究指導（博士前期）があり

ます。


