
平成２８年度 前期 オフィスアワー 

【心理学科】 

教員名 職位 専門分野 
研究紹介 

(研究テーマ) 
研究キーワード 今年度担当科目 E メール 

講義のある日 

オフィスアワー 
備考 

上田 正子 教授 失語症学 

高次脳機能障

害学 

 

相貌の認知 相貌失認、熟知相貌、未知

相貌、表情認知、顔合成、

程度評価 

失語症学Ⅰ、失語症学Ⅱ、失

語症学Ⅲ、失語症学Ⅳ、高次

脳機能障害学、言語聴覚障害

学総論 

m_ueda@tokaigakuin-

u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水・木曜日 

 

【オフィスアワー】 

火曜日 15:10～16:40 

 

何かご質問、

ご相談があれ

ば、事前に電

子メールでご

連絡くださ

い。 

宮本 邦雄 教授 発達心理学 愛着の生涯発達 

愛着の生涯発達を中心として、親

子関係、友人関係などソーシャル

ネットワークの問題を取り上げ

ている。 

大学生の学習スキル 

レポートライティング、学習動機

など、大学における教育心理学的

実践研究も行なっている。 

愛着、親子関係、対人関係、

情動、動機づけ、生涯発達、

大学生の学習スキル 

短大：人間行動と社会、子ど

も人格心理学 

学部：発達心理学Ⅰ、卒業論

文 

大学院：家族心理学特論、課

題研究Ⅰ、課題研究Ⅱ 

miyamoto@tokaigakui

n-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月、火、水、金曜日 

 

【オフィスアワー】 

月曜日 13:30～15:00 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい 

神谷 和孝 教授 憲法学、社会保

障法学 

・憲法と社会保障法を軸に、女性、

子ども、高齢者等の人権問題につ

いて研究している。 

・戦前の社会政策から現代の社会

保障制度への変遷について、人権

論の視点から再評価を試みてい

る 

基本的人権、生活権、プラ

イバシー権、自己決定権、

平等、偏見、社会事業、 

短大：日本国憲法 

学部：基礎ゼミナールⅠ、日

本国憲法、社会保障論Ⅰ・Ⅱ、

福祉行財政と福祉計画、法学

概論、権利擁護と成年後見制

度、更生保護制度、 

kkamiya@tokaigakuin

-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・木曜日 

 

【オフィスアワー】 

金曜日 11:00～12:30 

オフィスアワ

ーは、自由に

来室して下さ

い 

その他の時間

帯では、電子

メールで事前

にご連絡下さ

い 

内田 裕之 教授 臨床心理学 心理査定法 

投影法 

イメージを媒介にした心理療法、 

発達障害の支援。 

心理査定、投影法、青年期、

心理療法 

四大:臨床心理学、臨床投影

法、精神分析 

大学院:投影法特論、臨床心

理査定演習、臨床心理実習 

uchidahiro@tokaigak

uin-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・木・金曜日 

 

【オフィスアワー】 

木曜日 3時限 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい 

小河 妙子 教授 認知心理学、心

理言語学 

人間の言語情報処理 

意味を理解するとはどういうこ

とかについて、単語の読み処理過

程に焦点をあて、心理言語学的ア

プローチやコーパス言語学的ア

プローチを用いた研究を行って

いる。 

単語認知、心的辞書、読み、

正書法・形態素、音韻処理、

意味処理、第二言語学習 

学部：認知心理学Ⅰ、卒業論

文、心理学統計法入門、心理

検査法、心理学概論 A、心理

学概論（総合福祉学科） 

ogawa@tokaigakuin-u

.ac.jp 

【講義のある日】 

火・水・木・金曜日 

 

 

【オフィスアワー】 

火曜 13:30～15:00 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい 

小椋 宗一郎 教授 哲学・倫理学 ドイツ観念論哲学および現代生

命倫理。特に人間の出生に関わる

ドイツの生命環境倫理。妊娠中

絶、出生前診断、生殖医療をめぐ

る倫理的諸問題など。 

人格、家族、ヘーゲル、歴

史哲学、社会哲学、人間の

尊厳、生命倫理、生殖医療

倫理、妊娠葛藤相談、遺伝

医療 

基礎ゼミナールⅠ、哲学・思

想（前期／後期）、倫理学（前

期／後期）、哲学概論、ドイ

ツ語、哲学、生命科学 

sogura@tokaikakuin-

u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水・木・金 

 

【オフィスアワー】 

水曜 13:30～15:00 

 

オフィスアワ

ーはアポ無し

で結構です。

その他の時間

はできるだけ

事前にメール

を。 

川嶋 健太郎 教授 心理学 子どもへの意思決定支援，人間の

オペラント学習 

価値割引・親子相互作用・

支援 

学部：教育心理学，心理学検

査実習，学習心理学 I，Ⅱ，

心理測定法Ⅱ， 専門演習 IA，

卒業論文 

k.kawashima@tokaiga

kuin-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水・木曜日 

 

【オフィスアワー】 

月曜 11:00～12:30 

相談がある際

には，研究室

(6F)に来てく

ださい。 

寺田 道夫 客員教

授 

心理学 

 

学習意欲、不登校の理解と対処、

スクールカウンセリング、職場の

メンタルヘルス 

意欲、不登校、学校臨床 

メンタルヘルス、復職支

援、心の健康 

学部：家族心理学（前期）、

児童心理学・青年心理学（後

期） 

大学院：臨床心理面接特論

（前期）・臨床心理学実習（年

間）学校臨床心理学（後期） 

m-otera@tokaigakuin

-u.ac.jp 

【講義のある日】 

火・木 

【オフィスアワー】 

火曜 11:00～14:40 

相談がある際

には研究室（3

階西）に来て

ください。 

平井 正三郎 准教授 臨床心理学 高校・特別支援校等で 30余年の

現場経験。学校臨床が一応専門で

すが、多様な臨床心理分野や心理

療法に関心を向け、折衷派カウン

セリセラーを自任しています。 

ウエルビーイング、メンタ

ルヘルス・バーンアウト、

ホーリズム、アドラー心理

学など 

短大：カウンセリング 

学部：心理療法論、カウンセ

リング論、スクールカウンセ

リング演習、卒業論文等 

大学院：臨床心理学査定演

習、臨床心理学実習、課題研

究Ⅰ･Ⅱ 

syohirai@tokaigakui

n-u.ac.jp 

【講義のある日】 

火・水・木・金曜日 

 

 

 

【オフィスアワー】 

水曜日 ３限 

 

富田 理恵 准教授 スコットラン

ド近世史 

スコットラン

ド現代史 

スコットランドの歴史と現在に

関心を持っている。 

西洋史、ヨーロッパ、スコ

ットランド、宗教改革、自

治、現代ヨーロッパ政治 

短大：英語 I、英語 II 

四大：基礎英語 A 基礎英語

B、異文化コミュニケーショ

ン、歴史学、人間の歴史、海

外実践、日本語教育学 A 日

本語教育学 B 

tomita@tokaigakuin-

u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水曜日 

 

【オフィスアワー】 

火曜日 11:00～12:30 

 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい 

吉川 智子 准教授 聴覚障害学 遺伝性疾患の検討 

人工内耳刺激電流の心筋細胞に

及ぼす影響 

ミトコンドリア脳筋症の脳卒中

様発作(SE)の検討 

人工内耳刺激電流，頻脈性

不整脈，Jervell and 

Lange-Nielsen症候群 

GJB2遺伝子変異，ミトコン

ドリア脳筋症(MELAS) 

耳鼻咽喉科学Ⅰ・Ⅱ，聴覚系

の構造・機能・疾病，音響学 

補聴器と人工内耳Ⅰ，聴覚障

害学Ⅱ・Ⅲ，聴覚検査Ⅰ・Ⅱ 

1121yoshikaw@tokaig

akuin-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・水・木・金 

【オフィスアワー】 

木曜日 13：30～15:00 

国試対策のご

相談も受け付

けています。 

二ノ倉 欣久 准教授 神経生理学 

歯科口腔外科 

構音障害     

嚥下障害 

 

 

大脳皮質基底核間回路の機能解

析と大脳皮質の機能局在 

口腔乾燥症における半量投与法 

嚥下内視鏡および造影検査 

口蓋床を利用した摂食嚥下機能

改善・構音機能の筋電図解析 

大脳皮質基底核連関 脳

内埋込電極による多点同

時計測法 ピロカルビン

塩酸塩半量処方法  

医学総論，生理学，神経系の

構造機能疾病，呼吸発声発語

系の構造機能疾病，臨床歯

科・口腔外科学，構音障害Ⅳ，

嚥下障害Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，神経心

理学，神経生理学特論 

ninokura@tokaigakui

n-u.ac.jp 

【講義のある日】 

火・水・金 

【オフィスアワー】 

金曜日 13:30～15:00 

 

 



長谷川 晃 准教授 臨床心理学 認知行動療法 

うつ病の脆弱性要因の測定方法、

規定因、他の要因との相互作用に

ついての研究 

抑うつ、うつ病、反すう 学部：人格心理学、認知行動

療法、卒業論文 

大学院：臨床心理学特論、臨

床心理学面接特論、心理療法

特論（認知行動療法）、臨床

心理学基礎実習、課題研究

Ⅰ・Ⅱ 

mail-ad.of.hasse@to

kaigakuin-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水・木曜日 

 

 

 

【オフィスアワー】 

火曜日 13:30～15:00 

 

中井 宏 准教授 産業心理学、交

通心理学、人間

工学、社会心理

学 

事故防止のための心理学研究 

児童への安全教育の実践 

安全、リスクテイキング、

ヒューマンエラー、ハザー

ドマップなど 

大学院：心理統計学特論、老

年心理学特論 

学部：心理学研究法、心理学

実験実習Ⅰ、専門演習ⅠA、

産業心理学、消費者心理学、

応用心理学統計法、対人行動

論、卒業論文 

nakai@tokaigakuin-u

.ac.jp 

【講義のある日】 

月～金曜日 

 

 

【オフィスアワー】 

月曜日 11:00～12:30 

 

質問や相談が

あれば、まず

は気軽にメー

ルでご連絡く

ださい。 

國枝 徹朗 講師 教職課程 ・学校経営における変革のための

方策 

・学校力を高める教育課程の編成 

・「どのように学ぶか」の視点か

らの授業づくり 

教員の意識を改革 

組織力と発想力 

教育経営論、教育課程論、教

育方法論、日本の歴史と文

化、(日本史概論)、社会科・

公民科教育法Ⅰ・Ⅳ、教育実

習セミナ－、教育実習指導、

教育実習、教職実践演習 

et-kunieda@tokaigak

uin-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月、火、木、金曜日及

び不定期(セミナ－) 

 

【オフィスアワー】 

水曜日 4限 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい。 

松森 久美子 講師 言語聴覚 軽・中等度聴覚障害児、人工内耳

装用児童・生徒の聴覚活用と自己

理解、自己肯定感について。 

言語語発達障害児の保護者支援

や思春期の発達障害児童・生徒の

自立に向けての支援のあり方。 

軽・中等度難聴、障害理解、 

人工内耳、自己肯定感 

思春期、発達障害 

 

聴覚障害学、補聴器・人工内

耳 

言語発達障害学、構音障害学 

言語聴覚障害学総論 

 

matsumori@tokaigaku

in-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月曜日・火曜日・水曜

日・木曜日 

 

【オフィスアワー】 

月曜日 13:30～

15:00  

何かご質問、

ご相談があれ

ば、まずは気

がるにメール

でご連絡くだ

さい。 

甲田 智之 講師 救急救命 １ 自治体消防本部への就職活

動推進 

２ 地方公務員法の解説 

３ 消防法の解説 

４ 国家資格取得の指導 

○願書作成の指導 

○集団討論・集団面接及び

荷人面接等の指導 

○国家資格取得の指導 

１ 救急医学総論 

２ 救急処置総論 

３ 環境障害・急性中毒症 

４ 災害医学 

５ シミュレーションⅣ 

６ シミュレーションⅤ 

７ シミュレーションⅥ 

８ シミュレーションⅦ 

koda@tokaigakuin-u.

ac.jp 

【講義のある日】 

月曜日・火曜日・水曜

日・木曜日 

 

【オフィスアワー】 

（予定） 

月曜日 15:10～16:40 

 

 

廣崎 英和 講師 救急救命 

 

市民が行った心肺蘇生法のデー

タに基づいて、今後、市民に対し

どのような指導方法がよいか、ま

た、如何にして市民普及率向上に

つながるか研究します。これらの

内容を研究することにより、救命

率の向上を目指します。 

心肺蘇生       

救急救命処置     

応急手当       

AED         

PAD          

CPR 

救急処置額論      

整形外科学       

救急救助実習      

シミュレーションⅠ 

hhirosaki@tokaigaku

in-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月曜日・金曜日 

 

【オフィスアワー】 

（予定） 

火曜日 15:10～16:40 

 

 

荻野 太司 講師 憲法学、法学、

医事法 

 

刑事施設の問題の中でも、特に医

療の法的問題について、日本、ア

メリカ、そして欧州人権裁判所の

三者の判例の比較検討し、この領

域における、新たな憲法理論の構

築を研究テーマ（目標）としてい

ます。 

人権、日米欧の判例の比較

法的検討、刑事施設医療を

めぐる憲法問題、医療をめ

ぐる法的問題。 

短大部：スポーツマネージメ

ント 

学部：日本国憲法、関係法規、

法学、市民生活と法、社会保

障（関係法規を含む） 

ogino@tokaigakuin-u

.ac.jp 

【講義のある日】 

月曜日・火曜日・木曜

日・金曜日 

 

【オフィスアワー】 

月曜日 11:00～12:30 

 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルで連絡くだ

さい。 

橋本 英之 講師 救急救命 病院内における救急救命士の役

割について 

BLS、ICLS、応急手当、応

急処置、救急救命処置、チ

ーム医療、ドクターカー、

ＥＲ 

解剖学・生理学 

病院実習 

学内実習全般 

h.hashimoto@tokaiga

kuin-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月～金曜日 

 

【オフィスアワー】 

火曜日 10:00～11:30 

 

安達 悠子 講師 社会心理学，人

間工学 

人間の不安全行動 

日常場面や産業場面でのエラー

といった人間の不安全行動やユ

ーザビリティの向上について研

究している。 

社会心理，認知心理，看護，

リスク，使いやすさ，ヒュ

ーマンエラー 

学部：心理測定法 I，心理学

概論 B，心理学実験実習 I・

II，社会心理学，認知心理学

II，専門演習 IB，グループダ

イナミックス論，心理学講読

演習 I，卒業論文 

大学院：老年心理学概論 

yadachi@tokaigakuin

-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月～木曜日 

 

【オフィスアワー】 

火曜日 10:30～12:00 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい 

清源 友香奈 講師 臨床心理学 表現過程を切り口に，体験そのも

のに心理臨床学的に迫る研究を

行っている。 

 

物語の検討を通して作品に描か

れた普遍的テーマを汲み取る研

究を行っている。 

表現・体験・身体・物語・

イメージ・夢 

学部： 

心理検査法・心理療法実習・

臨床心理査定法・臨床心理学

Ⅱ・健康心理学・専門演習Ⅰ

A・卒業論文 

 

大学院： 

臨床心理基礎実習・老年心理

学特論 

ykiyomoto@tokaigaku

in-u.ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水・木曜日 

 

【オフィスアワー】 

水曜日 13:30～15:00 

 

何かご質問・

相談があれ

ば、事前に電

子メールで連

絡ください。 

水谷 学 客員講

師 

教職課程 ・｢分かる授業｣を求めて、｢何を

学ぶか｣｢どのように学ぶか｣とい

う視点からの授業つくり 

・｢分かる授業｣のための資料等子

どもの認識を高めて行く方法の

明確化 

目標と方法 

 

 

資料と板書、教師の立ち位

置など 

人文地理、地誌学、社会科・

公民科指導法Ⅱ・Ⅲ、教科社

会、社会科指導法、教育実習

指導、教育実習、教職実践演

習 

 

mizutani@tokaigakui

n-u.ac.jp 

【講義のある日】 

前期：火・水・木曜日

後期：火・水・金曜日

前・後期：不定期(教育   

実習指導) 

 

【オフィスアワー】 

火曜日 3限 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡く

ださい。 

神谷 かつ江 准教授 心理学 教育相談 

保育における教育相談について、

発達に応じた関わりについて研

究している。 

乳幼児.教育相談 

心理療法 

短大：保育の心理学.発達認

知科学 子ども臨床心理学 

幼児教育セミナー 

教育相談  

学部：保育の心理学Ⅰ 

保育の心理学Ⅱ 

大学院：臨床心理学実習 

kami@tokaigakuin-u.

ac.jp 

【講義のある日】 

月・火・水・木曜日 

 

 

 

【オフィスアワー】 

月曜日 10:30～12:00 

何かご質問・

相談があれ

ば、電子メー

ルでご連絡下

さい。 

 



 


