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人間社会研究科 臨床心理学専攻 

 授業科目及び担当者一覧表 

科目区分 授業科目名 単位 配当年次 担当者 身 分 備考 

専門基幹科目 臨床心理基礎実習 ２ １ 末武 康弘 専任 教授   
専門基幹科目 臨床心理基礎実習 ２ １ 久保田 幹子 専任 教授  

専門基幹科目 臨床心理学特論 ４ １・２ 金築 優 専任 准教授   
専門基幹科目 臨床心理面接特論（2017 年度以前入学者） ４ １・２ 末武 康弘 専任 教授   
専門基幹科目 心理支援に関する理論と実践 

（2018 年度以降入学者） ２ １・２ 末武 康弘 専任 教授  

専門基幹科目 臨床心理面接特論Ⅱ 
（2018 年度以降入学者） ２ １・２ 末武 康弘 専任 教授  

専門基幹科目 臨床心理査定演習（2017 年度以前入学者） ４ １・２ 小野 純平 専任 教授   
専門基幹科目 心理的アセスメントに関する理論と実践 

（2018 年度以降入学者） ２ １・２ 小野 純平 専任 教授  
専門基幹科目 臨床心理査定演習Ⅱ（2018 年度以降入学者）   ２ １・２ 小野 純平 専任 教授  
専門基幹科目 臨床心理実習（2017 年度以前入学者） ２ ２ 金築 優 専任 准教授   
専門基幹科目 臨床心理実習（2017 年度以前入学者） ２ ２ 丹羽 郁夫 専任 教授   
専門基幹科目 心理実践実習（2018 年度以降入学者） 1 ２ 金築 優 専任 准教授  
専門基幹科目 心理実践実習（2018 年度以降入学者） 1 ２ 丹羽 郁夫 専任 教授  
専門基幹科目 臨床心理実習Ⅱ（2018 年度以降入学者） 1 ２ 金築 優 専任 准教授  
専門基幹科目 臨床心理実習Ⅱ（2018 年度以降入学者） 1 ２ 丹羽 郁夫 専任 教授  
専門展開科目 心理学研究法特論 ２ １・２ 金子 真人 兼任 講師   
専門展開科目 データ分析法 ２ １・２ 服部 環 専任 教授 福祉社会専攻  共通科目

専門展開科目 臨床心理学研究法特論 ２ １・２ 長山 恵一 専任 教授  

専門展開科目 認知心理学特論 ２ １・２ 市原 茂 兼任 講師  

専門展開科目 教育心理学特論 ２ １・２ 望月 聡 専任 教授   
専門展開科目 発達心理学特論 ２ ２ 小山  望 兼任 講師   
専門展開科目 社会病理学特論 ２ １・２ 久田 満 兼任 講師 休講 
専門展開科目 家族心理学特論 ２ １・２ 松本 聡子 兼任 講師  

専門展開科目 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 
／犯罪心理学特論 ２ １・２ 西田 俊男 兼任 教授  

専門展開科目 保健医療分野に関する理論と支援の展開 
／精神医学特論 ２ １・２ 関谷 秀子 専任 教授  

専門展開科目 福祉分野に関する理論と支援の展開 
／障害者（児）心理学特論 ２ １・２ 金子 真人 兼任 講師   

専門展開科目 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 
／産業メンタルヘルス特論 ２ １・２ 松本 桂樹 兼任 講師   

専門展開科目 児童福祉特論 ２ １・２ 岩田 美香 兼担 教授 福祉社会専攻  共通科目

専門展開科目 高齢者福祉特論 ２ １・２ 中村 律子 兼担 教授 福祉社会専攻  共通科目
休講 

専門展開科目 教育分野に関する理論と支援の展開 
／学校臨床心理学特論 ２ １・２ 土屋 玲子 兼任 講師   

専門展開科目 グループ･アプローチ特論 ２ １・２ 大竹 直子 兼任 講師   
専門展開科目 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 ２ １・２ 久田 満 兼任 講師  
専門展開科目 臨床心理地域援助特論 ２ １・２ 久田 満 兼任 講師 休講 

専門展開科目 投映法特論 ２ ２ 中村 留貴子 兼任 講師   
専門展開科目 心の健康教育に関する理論と実践 

／カウンセリング特論 ２ １・２ 金築 優 専任 准教授  

専門展開科目 力動的心理療法特論 ２ １・２ 関谷 秀子 専任 教授  

専門展開科目 比較心理療法特論 ２ １・２ 長山 恵一 専任 教授  

専門展開科目 心理臨床演習 ２ １・２ 丹羽 郁夫 専任 教授  

専門展開科目 医療心理学特論 ２ １・２ 久保田 幹子 専任 教授  

研究指導科目 論文研究指導 ４ １～２ ※下記各教員が
担当する

専任 教授・准教授   

※（専任教授）小野純平、久保田幹子、末武康弘、関谷秀子、長山恵一、丹羽郁夫、服部環、望月聡 
 （専任准教授）金築優 


