
教員組織

駒澤大学文学部心理学研究室の専任教員の構成は10名である（有光興記教授，茨木博子教授，小野浩

一教授，鈴木常元教授，谷口泰富教授，茅原正教授，永田陽子教授，間島英俊教授，八巻秀教授，久保

尚也助手）。平成27年４月から平成27年９月15日までの期間，小野教授がオーストラリアのニューイ

ングランド大学（University of New England）へ駒澤大学からの公費在外研究員として派遣された。

各教員の最近の研究テーマ，平成27年度における担当科目，心理学科および駒澤大学の役職は以下の

通りである。

専任教員

有光興記（ありみつこうき）（教授，体育審議会委員，全学共通科目運営委員会委員）

研究テーマ：臨床心理学（認知行動療法），感情心理学（自己意識的感情）

取得学位 ：博士（心理学，関西学院大学）

担当科目 ：［学 部］社会心理学，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

［大学院］臨床心理学研究（５），臨床心理学研究法特論，臨床心理査定演習，臨床心理事

例研究（２），臨床心理基礎実習，臨床心理実習，病院臨床心理実習（２）

茨木博子 (いばらぎひろこ）（教授，図書館委員会委員，図書選定委員会委員，紀要編集委員，大学院図

書館委員会委員，学生相談室アドバイザー）

研究テーマ：精神科外来患者の再発予防と社会復帰援助としての心理劇の果たす役割

取得学位 ：博士（心理学，上智大学）

担当科目 ：［学 部］カウンセリング，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

［大学院］臨床心理学特論，投影法特論，臨床心理学研究（３），病院臨床心理実習（１），

病院臨床心理実習（２），臨床心理事例研究（２），臨床心理基礎実習，臨床心

理実習，心理学特殊研究Ⅵ（講義），心理学研究指導Ⅵ（研究指導）

小野浩一（おのこういち）（教授，大学院自己点検・評価実施委員（後期））

研究テーマ：不確実場面における人間および動物行動の実験的研究

取得学位 ：文学博士（慶應義塾大学）

担当科目 ：［学 部］学習心理学，心理学基礎実験，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学

入門

［大学院］行動分析学研究（２）

鈴木常元（すずきつねもと）（教授，学科主任，大学院自己点検・評価実施委員（前期））

研究テーマ：（１）催眠と催眠から派生したさまざまな心理療法の統合，（２）神経症・心身症の心理療

法，（３）感情の問題に関する実証的研究

取得学位 ：修士（心理学，筑波大学）
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担当科目 ：［学 部］人格心理学，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

［大学院］臨床心理面接特論，心理療法特論，臨床心理学研究（２），臨床心理事例研究（２），

臨床心理基礎実習，臨床心理実習，病院臨床心理実習（２）

谷口泰富（たにぐちやすとみ）（教授，学部長）

研究テーマ：虚偽検出に関する基礎研究，東洋的行法とその応用

取得学位 ：博士（心理学，駒澤大学）

担当科目 ：［学 部］生理心理学，心理学基礎実験，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学

入門

［大学院］生理心理学研究（演習），生理心理学研究（２）心理学特殊研究Ⅳ（講義），心

理学研究指導Ⅳ（研究指導）

茅原 正（ちはらただし）（教授，保健管理センター運営委員）

研究テーマ：瞑想と時間意識および呼吸機能に関する研究

取得学位 ：博士（心理学，駒澤大学）

担当科目 ：［学 部］禅心理学，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

［大学院］禅心理学研究（２）（講義），禅心理学研究Ⅰ（演習），心理学特殊研究Ⅴ（講義），

心理学研究指導Ⅴ（研究指導）

永田陽子（ながたようこ）（教授，学部長補佐，コミュニティ・ケアセンター心理相談主任）

研究テーマ：知覚・認知に関する発達認知神経科学的研究

取得学位 ：博士（文学，日本女子大学）

担当科目 ：［学 部］認知心理学，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

［大学院］認知心理学研究（演習），臨床心理学研究（１），発達検査臨床心理実習，臨床

心理査定演習，臨床心理事例研究（２），臨床心理基礎実習，臨床心理実習，病

院臨床心理実習（２），心理学特殊研究Ⅶ（講義），心理学研究指導Ⅶ（研究指

導）

間島英俊（まじまひでとし）（教授，自己点検・評価実施委員，出納責任者，互助会）

研究テーマ：青年期の発達課題とそれ以後のライフサイクル

取得学位 ：修士（心理学，駒澤大学）

担当科目 ：［学 部］発達心理学，心理学概論，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

八巻 秀 (やまきしゅう）（教授，専攻主任，FD推進部会文学部委員，大学院FD推進委員会委員，大

学院改革委員会委員）

研究テーマ：（１）家族療法に関する研究，（２）ブリーフセラピーに関する研究，（３）システム論の

心理臨床への応用に関する研究，（４）アドラー心理学の実践研究

取得学位 ：修士（心理学，駒澤大学）

担当科目 ：［学 部］臨床心理学，演習，心理学特殊演習，心理実践実習，心理学入門

［大学院］臨床心理面接特論，家族心理学特論，臨床心理学研究（４），臨床心理事例研究

（２），臨床心理基礎実習，臨床心理実習，病院臨床心理実習（２）

久保尚也（くぼなおや）（助手，学科資料室図書取扱担当者，学科ホームページ委員）

研究テーマ：相対的弁別行動の形成過程に関する研究

取得学位 ：博士（心理学，駒澤大学）
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非常勤講師

平成27年度に，学科・大学院における非常勤講師を委嘱した方々，他学部および他学科より兼担いた

だいている方々は次のとおりである。

［学部］33名

五十嵐一枝 発達臨床心理学

五十嵐靖博 心理学特講ⅡＡ

石岡 綾香 心理学基礎実験，心理学

稲富 正治 心理検査法ⅡＢ

入江 尚子 比較行動学

大野 幸子 心理学特講ⅠＡ

大谷 華 産業心理学

小野 洋平 心理学基礎実験，心理学

加藤 博己 心理学，宗教心理学

軽部 幸浩 心理学実験演習ⅣＡ・Ｂ，情報処理ⅡＢ

楠本 恭久 スポーツ心理学

倉住 友恵 心理統計学

桑原 正修 心理学基礎実験，心理学実験演習ⅡＡ・Ｂ，学習心理学，演習

腰 由子 心理学基礎実験，心理学特殊演習

小室 央允 心理学実験演習ⅠＡ・Ｂ，心理学

佐藤 尚代 心理検査法ⅠＡ

佐藤 理晴 コンピュータ実習，心理学，情報処理ⅠＡ・Ｂ

澤田 匡人 児童心理学，青年心理学

杉山 雅美 健康心理学

高橋 直 心理学特講ⅡＢ

高橋 良博 心理学

中澤世都子 心理学実験演習ⅤＡ・Ｂ，心理学実験演習ⅥＡ，心理検査法ⅡＡ

永房 典之 犯罪心理学

長谷川 茂 キャリア教育入門

林 久美 環境心理学

針金まゆみ 老年心理学

藤田 主一 心理学特講ⅠＢ

堀 耕治 心理学研究法

堀 直人 心理学基礎実験，心理学実験演習ⅢＡ・Ｂ

堀内 正彦 心理学実験演習ⅦＡ・Ｂ，心理学実験演習ⅥＢ，情報処理ⅡＡ，心理学Ⅰ・Ⅱ

丸居 飛鳥 心理検査法ⅠＢ

山岸 直基 心理学特講ⅢＡ・Ｂ

吉川麻衣子 精神医学

［大学院］10名

五十嵐一枝 心理学特論（２）

長田由紀子 老年心理学特論

黒沢 幸子 学校臨床心理学特論

佐藤 隆夫 認知心理学研究（１）

永房 典之 社会心理学研究

中村 光 精神医学特論

沼 初枝 投影法特論
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細田 千尋 認知心理学研究（２）

山岸 直基 行動分析学研究（２）

山際勇一郎 心理学特論（１）

［他学部・他学科教員（学部）］12名

川村 宣輝 障害者福祉論

徳 啓登 行政法

相良 翔 犯罪と逸脱の社会学Ａ・Ｂ

須賀 昭徳 民法

髙橋 聡 経済原論

寺田 喜朗 宗教文化論Ａ・Ｂ

東條 光雅 老人福祉論

沼田 雅之 労働法

深澤 弘樹 マス・コミュニケーション論Ａ・Ｂ

松信ひろみ 家族とジェンダーの社会学Ａ・Ｂ

村田 一昭 児童福祉論

山田 信行 産業と変動の社会学，雇用と労働の社会学

［心理学入門ゲストスピーカー］５名

石丸 剛 栃倉 稔 原 陽子 堀越陽子 渡邊浩司
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