
公認心理師（国家資格）受験資格取得に要する科目を開講
（財）日本臨床心理士資格認定協会第1種指定大学院

L i f e

岩崎 晋也 教授（いわさき しんや）

研究領域：社会福祉原論
担当科目：「福祉社会系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『援助するということ』（共著、有斐閣）、『社会福祉をつかむ』（共著、有斐

閣）、『福祉原理−社会はなぜ他者を援助する仕組みを作ってきたのか』
（単著、有斐閣）

学会活動：日本社会福祉学会、社会政策学会、社会事業史学会

福祉社会 人間福祉

博士（人間福祉）

小野 純平 教授（おの じゅんぺい）

研究領域：臨床心理学、発達臨床心理学、心理検査学
担当科目：「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）」
　　　　　「臨床心理査定演習Ⅱ」
　　　　　「臨床心理系（病理・発達）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：「子どもを理解する』（共著、へるす出版）、『臨床心理学30章』（共著、日本

文化科学社）、『日本版KABC-Ⅱマニュアル』（共著、丸善出版）、『リハビリ
テーション患者の心理とケア』（共著、医学書院）

学会活動：日本K-ABCアセスメント学会（理事長代理）、日本心理臨床学会、日本内
観学会（常任理事）、日本LD学会等

臨床心理学 人間福祉

博士（教育学）

久保田 幹子 教授（くぼた みきこ）

研究領域：臨床心理学、心理療法（森田療法、カウンセリングなど）、
　　　　　心理査定
担当科目：「臨床心理基礎実習」「医療心理学特論」
　　　　　「臨床心理系（病理・発達）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『臨床精神医学講座5　神経症性障害・ストレス関連障害』（共著、中山書

店）、『心理療法プリマーズ「森田療法」』（共著、ミネルヴァ書房）、『こころ
の医学事典』（共著、講談社）、『カウンセリングプロセスハンドブック』

（共著、金子書房）、『女性はなぜ生きづらいのか』（共著、白揚社）他
学会活動：日本森田療法学会（副理事長、研修委員長、編集委員）、日本サイコセラ

ピー学会（理事、編集委員）、日本心理臨床学会等

臨床心理学 人間福祉

博士（学術）

髙良 麻子 教授（こうら あさこ）

研究領域：ソーシャルワーク論、ソーシャルアクション
担当科目：「ソーシャルワーク特論Ⅱ」「地域共生社会特論」
　　　　　「福祉臨床系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル−「制度からの排除」へ

の対処』（単著、中央法規出版）、『独立型社会福祉士―排除された人びとへ
の支援を目指して―』（単編著、ミネルヴァ書房）、『地域共生社会に向けた
ソーシャルワークー社会福祉士による実践事例から−』（共編著、中央法規
出版）、『対論社会福祉学５ソーシャルワークの理論』（共著、中央法規出版）

学会活動：日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会、日本学校ソーシャル
ワーク学会、日本社会福祉士会、日本ソーシャルワーカー協会

福祉社会 人間福祉

佐野 竜平 准教授（さの りゅうへい）

研究領域：アジアの障害インクルーシブな国際協力・開発、
　　　　　循環型経済、障害者の暗黙知、障害者権利条約
担当科目：「アジア地域開発特論」「地域共生社会特論」
　　　　　「地域・政策系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『An Introduction to Human Rights in Southeast Asia Vol.3』（共著、ASEAN 
 University Network-Human Rights Education/SHAPE-SEA）『Picture Book United 

Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities』（編集、汐文社）等
学会活動：日本福祉のまちづくり学会、Workability Asia、Strengthening Human  Rights
 and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia等

福祉社会

博士（知識創造論）

人間福祉

博士（ソーシャルワーク）

佐藤 繭美 教授（さとう まゆみ）

研究領域：ソーシャルワーク論（特に緩和ケアを中心として）、当事者
　　　　　および家族への支援（セルフヘルプ・グループを中心として）
担当科目：「ソーシャルワーク特論Ⅰ」「福祉社会研究法」
　　　　　「福祉臨床系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『自閉症の人の死別経験とソーシャルワーク』（単著、明石書店）、『自閉症

と発達障害研究の進歩2006 Vol.10』（共著、星和書店）
学会活動：日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会、日本臨床死生学会等

福祉社会 人間福祉

博士（人間福祉）

伊藤 正子 教授（いとう しょうこ）

研究領域：ソーシャルワーク論、異なる民族・文化的背景をもつ人々
　　　　　への社会福祉援助
担当科目：「ソーシャルワーク理論研究特論」「地域共生社会特論」
　　　　　「福祉臨床系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書： 『現場で磨くケースワークの技−「バイステックの原則」を基に』（共著、現

代書館）『生活支援の福祉学』（共著、有斐閣）、『多文化社会におけるソー
シャルワークの実践と課題ーアメリカソーシャルワーク実践理論におけ
るカルチュラル・ユンピテンスの検討ー』社会福祉研究、135）2019年

学会活動： 日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会、東京都医療社会事業協会、
日本移民政策学会

福祉社会 人間福祉

博士（社会福祉学）

岩田 美香 教授（いわた みか）

研究領域：児童・家族福祉論、教育福祉論
担当科目：「児童福祉特論」「福祉社会研究法」
　　　　　「福祉臨床系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『現代社会の育児不安』（単著、家政教育社）、『福祉国家と家族』（共著、法

政大学出版局）、『社会的孤立問題への挑戦』（共著、法律文化社）、『現代
社会と子どもの貧困』（共著、大月書店）、『スクールソーシャルワーカー
の学校理解』（共著、ミネルヴァ書房）他

学会活動： 日本社会福祉学会、日本学校ソーシャルワーク学会、日本家族社会学会、
日本司法福祉学会貧困研究（運営委員）等

福祉社会 人間福祉

博士（教育学）

岡田 栄作 准教授（おかだ えいさく）

研究領域：福祉疫学、高齢者福祉、ヘルスプロモーション 
担当科目：「保健医療福祉システム特論」
主な著書：『ソーシャル・キャピタルと健康・福祉』（共著・ミネルヴァ書房）、『住

民主体の楽しい「通いの場」づくり』（共著、日本看護協会出版会）
学会活動： 日本公衆衛生学会（認定専門家）、日本社会医学会（評議員）、日本計量生

物学会、日本疫学会、日本社会福祉学会、日本栄養改善学会

福祉社会

博士（医学）

金築 優 教授（かねつき まさる）

研究領域：臨床心理学、認知行動療法
担当科目：「臨床心理学特論」「心の健康教育に関する理論と実践」
　　　　　「臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習）」「臨床心理実習Ⅱ」
　　　　　「臨床心理系（心理・地域）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『大学生の心配に対するメタ認知に焦点を当てた認知行動的介入の効果』

（共著、感情心理学研究17（3））2010年、『感情への恐れとストレス反応
の関連性ー日本語版Affective Control Scaleの作成を通してー』（共
著、感情心理学研究18（1））2010年他

学会活動： 日本認知・行動療法学会、日本感情心理学会、日本パーソナリティ学会、
日本心理学会、日本心理臨床学会等

臨床心理学 人間福祉

博士（人間科学）

布川 日佐史 教授

（ふかわ ひさし）

研究領域：公的扶助、雇用政策
担当科目：「ソーシャルポリシー特論」「地域共生社会特論」
　　　　　「福祉政策系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『生活保護の論点』（単著、山吹書店）、『現代の貧困と公的扶助』（共

著、高菅出版）、『雇用政策と公的扶助の交錯』（共著、御茶の水書房）、
『就労支援』（共著、ミネルヴア書房）、”Das letzte Netz sozialer 
Sicherung in der Bewahrung” Nomos Verlag, 2012（共著）

学会活動：貧困研究会、社会政策学会

福祉社会 人間福祉

人 間 社 会 研 究 科 長
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眞保 智子 教授（しんぼ さとこ）

研究領域：若者支援論、就労支援、障害者のキャリアデザイン
担当科目：「障害者福祉特論」「地域共生社会特論」
　　　　　「福祉社会系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『就労支援サービス』（共著、株式会社みらい）、『グローカル時代の社会学
　　　　　―社会学の視点で読み解く現代社会の様相―』（共著、株式会社みらい）、

『キャリアデザイン支援ハンドブック』（共著、ナカニシヤ出版）、『改訂版障
害者雇用の実務と就労支援「合理的配慮」のアプローチ』（単著、日本法令）

学会活動：日本労務学会、日本職業リハビリテーション学会、日本うつ病学会、日本
キャリアデザイン学会、日本社会福祉学会

福祉社会 人間福祉

博士（経済学）

博士（学術）

山本 五郎 教授（やまもと ごろう）

研究領域：コーパス言語学、英語学、辞書学、英語教授法（TESOL）
担当科目：「学術英語」
主 な 著 書：『ウィズダム英和辞典第4版』（共著、三省堂）、『English on Screen : Learning Real English 

Through Erin Brockovich「映画エリン・ブロコビッチ」で学ぶ実践英語の基本』（共著、金星堂）、
『Global Issues Towards Peace  DVDで学ぶ共存社会−グローバル時代を考える』（共著、南雲
堂）、『見て学ぶアメリカ文化とイギリス文化』（共著、近代映画社）、『映画で学ぶ英語学−English 
Linguistics Through Movies』（共著、くろしお出版）、『Step Up With Movie English』（共著、金星堂）

学会活動：映画メディア英語教育学会、英語コーパス学会、大学英語教育学会、日本
メディア英語学会、日本語用論学会

福祉社会

博士（学術）

野田 岳仁 准教授（のだ たけひと）

研究領域：環境社会学、地域社会学、観光社会学
担当科目：「地域環境特論」「地域共生社会特論」
主な著書：『生活環境主義のコミュニティ分析』（共著、ミネルヴァ書房）、『原発災害

と地元コミュニティ』（共著、東信堂）、『Rebuilding Fukushima』（共
著、Routledge）、『環境社会学の考え方』（共著、ミネルヴァ書房）

学会活動：日本社会学会、環境社会学会、日本村落研究学会、観光学術学会、水資
源・環境学会、日本生活文化史学会

福祉社会

博士（人間科学）

髙取 康之 教授（たかとり やすゆき）

研究領域：異文化コミュニケーション、英語教育、
　　　　　経済学（マーケティング）
担当科目：※2021年度は担当科目なし。
学会活動：英米文化学会

福祉社会

望月 聡 教授（もちづき さとし）

研究領域：神経心理学、認知行動病理学 
担当科目：「教育心理学特論」「認知心理学特論」
　　　　　「臨床心理系（病理・発達）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『臨床心理学研究法特論（'18）』（共編著、放送大学教育振興会）、 『スタ

ンダード臨床心理学』（分担執筆、サイエンス社）、『高次脳機能障害 Q 
& A 症候編』（分担執筆、新興医学出版社）、『心理学の「現在」がわかる
ブックガイド』（共著、実務教育出版）

学会活動：神経心理学会（評議員）、高次脳機能障害学会（代議員）、心理学会、パー
ソナリティ心理学会、心理臨床学会、感情心理学会

臨床心理学 人間福祉

博士（学術）

水野 雅男 教授（みずの まさお）

研究領域：都市住宅政策論、市民活動運営論 
担当科目：「都市・住宅政策特論」「福祉社会研究法」
　　　　　「地域共生社会特論」「地域・文化系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『地方都市の再生戦略』（川上光彦編共著／学芸出版社）、『生活景』（日本

建築学会編共著／学芸出版社）、『農山漁村における都市内企業労働者
のメンタルヘルス・プログラムの構築と評価手法の実証的な研究』（農
林水産政策研究所レビュー第55号）他

学会活動：日本建築学会、日本都市計画学会

福祉社会 人間福祉

博士（学術）

土肥 将敦 教授（どい まさあつ）

研究領域：ソーシャル・イノベーション、社会的企業家、CSR、
　　　　　企業と社会 
担当科目：「地域経営特論」「地域・政策系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『ソーシャル・イノベーションの創出と普及』（共著、NTT出版）2013年、

『ソーシャル・エンタプライズ論』（共著、有斐閣）2014年、『ソーシャル・
エンタープライズ：社会的企業の台頭』（共著、中央経済社）2006 年、

『CSR経営：企業の社会的責任とステイクホルダー』（共著、中央経済社）
2006年

学会活動：組織学会、日本経営学会、社会・経済システム学会、企業と社会フォーラム
（Japan Forum of Business and Society）

福祉社会 人間福祉

博士（商学）

服部 環 教授（はっとり たまき）

研究領域：教育心理測定学、心理データ解析 
担当科目：「データ分析法」「福祉社会データ解析」
　　　　　「臨床心理系（心理・地域）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『心理・教育のための R によるデータ解析』（単著、福村出版）、『文系の

ためのSPSSデータ解析』（共著、ナカニシヤ出版）、『「使える」教育心理
学』（監修・共著、北樹出版）、『Q＆A心理データ解析』（共著、福村出版）

学会活動：日本教育心理学会、日本テスト学会（理事）、K-ABC アセスメント学会
（常任理事）、日本心理学会、日本応用心理学会、日本行動計量学会

臨床心理学 人間福祉

教育学博士

関谷 秀子 教授（せきや ひでこ）

研究領域：児童青年精神医学、精神分析学 
担当科目：「精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開）」
　　　　　「臨床心理系（病理・発達）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
学会活動：精神分析学会（認定精神療法医、認定スーパーバイザー）、思春期青年期精

神医学会（運営委員）、児童青年精神医学会（児童青年精神医学会認定医）、
子どものこころ専門医、日本精神神経学会（専門医、指導医）、日本心理
臨床学会等

臨床心理学 人間福祉

医学博士

末武 康弘 教授（すえたけ やすひろ）

研究領域：臨床心理学、心理学的支援法、カウンセリング・心理療法 
担当科目：「臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践）」
　　　　　「臨床心理面接特論Ⅱ」「臨床心理基礎実習」
　　　　　「臨床心理系（心理・地域）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『ロジャーズ主要著作集（全3巻）』（共訳、岩崎学術出版社）、『ジェンドリ

ン哲学入門』（共編著、コスモスライブラリー）、『「主観性を科学化する」質
的研究法入門』（共編著、金子書房）、『心理学的支援法』（誠信書房）

学 会 活 動： 日 本 心 理 臨 床 学 会、日 本 人 間 性 心 理 学 会、日 本 心 理 学 会、World 
Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy 
and Counseling

臨床心理学 人間福祉

博士（学術）

図司 直也 教授（ずし なおや）

研究領域：農業経済学、農山村政策論 
担当科目：「地域空間学特論」「福祉社会研究法」
　　　　　「地域・政策系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『就村からなりわい就農へ』（筑波書房）、『内発的農村発展論」（共著、農

林統計出版）、『人口減少時代の地域づくり読本』（共著、公職研）、『田園回
帰の過去・現在・未来ー移住者と創る新しい農山村』（共著、農文協）他

学会活動：日本農業経済学会、政治経済学・経済史学会、農業問題研究学会、農村計
画学会、日本村落研究学会

福祉社会 人間福祉

博士（農学）

丹羽 郁夫 教授（にわ いくお）

研究領域：臨床心理学、コミュニティ心理学、子どもの心理療法 
担当科目：「臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習）」「臨床心理実習Ⅱ」
　　　　　「心理臨床実習」「臨床心理系（心理・地域）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『コミュニティ心理学入門』（共著、ナカニシヤ出版）、『よくわかるコミュ

ニティ心理学』（共著、ミネルヴァ書房）、『心理学的支援法』（共著、北大
路書房）他

学会活動：日本心理臨床学会、日本コミュニティ心理学会（常任理事、編集委員）、
日本遊戯療法学会、日本学生相談学会、日本社会心理学会、日本心理学会

臨床心理学 人間福祉

長山 恵一 教授（ながやま けいいち）

研究領域：比較精神療法、精神医学 
担当科目：「臨床心理学研究法特論」「比較心理療法特論」
　　　　　「臨床心理系（病理・発達）特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『Naikan TherapyーTechniques and principles for use in clinical practiceー』

（共著、大道学館）、『内観法ー実践の仕組みと理論』（日本評論社）、『森田
療法と精神分析的精神療法』（誠信書房）、『依存と自立の精神構造ー清
明心と型の深層心理』（法政大学出版局）、『心理療法の本質ー内観療法
を考える』（共著、評論社）

学会活動：日本内観学会（副理事長）、日本サイコセラピー学会（理事）

臨床心理学 人間福祉

医学博士

宮城 孝 教授（みやしろ たかし）

研究領域：地域包括ケアシステム、コミュニティーソーシャルワーク、
　　　　　地域福祉計画などの地域福祉方法論 
担当科目：※2021年度はサバティカル（研究専念年度）です。
主な著書：『イギリスの社会福祉とボランタリーセクター』（単著、中央法規）、『コミュ

ニティとソーシャルワーク』（編著、有斐閣）、『地域福祉と民間非営利セク
ター』（編著、中央法規）、『ソーシャルワークと社会開発ー開発的ソーシャ
ルワークの理論とスキルー』（監訳、丸善出版）、『コミュニティソーシャル
ワークの新たな展開−理論と先進事例』（編著、中央法規）、『仮設住宅その
10年−陸前高田における被災者の暮らし−』（編著、お茶の水書房）他

学会活動：日本地域福祉学会（理事）、日本社会福祉学会

福祉社会 人間福祉

博士（社会福祉学）

博士（工学）

保井 美樹 教授（やすい みき）

研究領域：都市・地域計画論、計画行政、自治システム研究
担当科目：「地域・政策系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
主な著書：『エリアマネジメント』（小林重敬編共著、学芸出版社）、『孤立する都市

つながる街』（編著、日本経済新聞出版）、『都市再生のデザインー快適・
安全の空間形成』（大西隆他編共著、有斐閣）、『大都市圏再編への構想』

（小玉徹編共著、東京大学出版会）
学会活動：日本都市計画学会、日本計画行政学会、Amer i can  P l ann i ng  

Association、Association of European Schools of Planning

福祉社会 人間福祉

福祉社会専攻担当 福祉社会   　臨床心理学専攻担当 臨床心理学   　人間福祉専攻担当 人間福祉

中村 律子 教授（なかむら りつこ）

研究領域：高齢者福祉論、高齢者福祉制度の比較研究
担当科目：「福祉社会研究法」「福祉社会系特殊講義Ⅰ・Ⅱ」
　　　　　「高齢者福祉特論」
主な著書：「ネパールの高齢者福祉制度と“sewa（世話）”という規範」荒木誠之他編

『社会保障法・福祉と労働法の新展開』（295-312）信山社、『実践として
のコミュニティー移動・国家・運動』共著、京都大学出版会他

学会活動：日本社会福祉学会会員、日本地域福祉学会会員、日本社会学会会員博士（文学）

福祉社会 人間福祉
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