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授業科目名：

アジア地域研究特論

担当教員名：

店田 廣文

授業の概要

アジア社会が抱える諸課題に関する英文学術文献の講読をとおして、課題に関する知識の習得、課題への対処、

および発表を行う。取り上げるテーマは、都市と都市化、人口変動、少子高齢化、人口移動や移民、多民族・多

文化社会、イスラームなどから選択される。

授業の到達目標

・英文学術論文の書き方・読み方を習得する。（Aa５－１）

・アジア社会の諸課題に内包されている普遍的かつ特殊的な側面を理解する。（Ｃ5－１）

・学術文献の読解を通じて、アジア社会に関する情報を習得する。（Ｇ36－４）

・アジア社会に関する諸課題について、自分の見解をまとめて発表する。（Ｇ36－５）

授業計画

第１回：アジア地域研究 イントロダクション

アジア地域の、国家、民族、文化、社会、経済、の普遍性や多様性について紹介する。配布資料の復習

を求める。

第２回：文献講読と発表・討論（１）地域

アジア地域の国・地域に関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

第３回：文献講読と発表・討論（２）人口

アジア地域の人口に関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

第４回：文献講読と発表・討論（３）都市

アジア地域の都市に関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

第５回：文献講読と発表・討論（４）都市化

アジア地域の都市化に関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

第６回：文献講読と発表・討論（５）人口移動

アジア地域の人口移動に関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

第７回：文献講読と発表・討論（６）多民族社会

アジア地域の多民族社会に関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

第８回：文献講読と発表・討論（７）イスラーム

アジア地域のイスラームに関する文献講読と発表・討論をおこなう。レジュメの復習を求める。

教科書

特になし。

参考文献

特になし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 65％ 構成、内容、文章作成などによる評価。

平常点評価 35％ 出欠、発表への参加などによる評価。

備考・関連URL

コースナビのお知らせ機能などを通じて、フィードバックを行う。



授業科目名：

アジアにおける福祉・生活支援研究

担当教員名：

田中 英樹、川名 はつ子、岩崎 香

授業の概要

このプロジェクト科目は、研究科に所属するすべての院生に開講される。まず、計4回の座学においてアジア

の福祉の現状と課題についての基礎知識を概説する。次に、実際にアジアのフィールド（１か国）に出かけ、現

地の実情をヒアリング調査し、理解し、各自がレポートにまとめる。

授業の到達目標

１．アジアにおける福祉と生活支援の現状について理解させる。

２．アジアにおける今日的な共通課題である、貧困・虐待・自殺の現状について理解させる。

３．アジア各国における個別の生活課題について理解させる。

４．第1期として東アジアにおける福祉・生活支援の現状と課題についてヒアリング調査をしたうえで、理解さ

せる。

授業計画

第１回：東アジアの社会福祉（総論）田中

第２回：東アジアの歴史と現状１（中国）川名

第３回：東アジアの歴史と現状Ⅱ（韓国）田中

第４回：東アジアの歴史と現状Ⅲ（台湾）岩崎

第５回：現地視察（第1回-1 韓国）

11月初旬に、2泊3日程度で韓国（ソウル特別市）を訪れ、韓国保健福祉部・韓国自殺予防センター・ソ

ウル市社会福祉協議会・韓国社会福祉士協会等と意見交換する。

第６回：現地視察（第1回-2 韓国） 同 上

第７回：現地視察（第1回-3 韓国） 同 上

第８回：現地視察（第1回-4 韓国） 同 上

教科書

なし

参考文献

その都度、紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 提出1回

平常点評価 40％ 座学授業

そ の 他 30％ 現地ヒアリング調査

備考・関連URL

レポートへのフィードバックは最終授業にて行う。



授業科目名：

移民研究特論

担当教員名：

森本 豊富

授業の概要

人の移動と定住について、移民理論、出移民研究、入移民研究、トランスナショナル移民研究、移民研究方法

について学び、国内外の移民研究の動向を把握する。具体的には、各週のテーマに沿った課題論文を事前に読み、

批判的に考察して授業で議論する。また、個々の関心にあわせた移民関連論文または著書のレビューを書き、発

表する。

授業の到達目標

・日本における移民研究の理論、研究法、動向を理解できる。

・移民研究の学際性について知る。

・移民研究に関する論文を批判的に読み、自身の調査研究に活かすことができる。

【中目標No.】B56－２、３、４、C６－１、D56－１、E56－２、F56－１

授業計画

第１回：オリエンテーション

第２回：移民理論

第３回：出移民研究

第４回：入移民研究

第５回：トランスナショナル移民研究

第６回：移民の研究法

第７回：個別論文レビュー発表

第８回：総括（到達度の確認を含む）

教科書

適宜、課題論文を配布する。

参考文献

移民研究会（2008）『日本の移民研究 動向と文献目録 Ⅰ／Ⅱ』明石書店

森本豊富・ドンナカニシ（2007）『越境する民と教育』アカデミア出版会

森本豊富・根川幸男（2012）『トランスナショナルな「日系人」の教育・言語・文化』明石書店

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 論文のレビューと発表。

平常点評価 60％ 授業への参加状況をもとに総合的に評価する。

備考・関連URL

コースナビのお知らせ機能などを通じてフィードバックを行う。



授業科目名：

医療・福祉マネジメント分析法

担当教員名：

松原 由美

授業の概要

この科目では、医療・福祉事業等を行う非営利組織の経営のあり方について学ぶ。そもそも非営利組織とは何

か、非営利組織の経営理念と戦略、非営利組織の存在意義、非営利組織の経営評価のあり方、非営利組織の利益

や内部留保のあり方等である。具体的には、たとえば将来のコストに充てるべき内部留保を計算し、経営の継続

性のために用いるべき利益と、事業拡大等のための投資に用いることができる利益を区分し、適切な経営管理を

行うために、財務諸表等をもとに経営の実状を分析し、経営指針を作成する方法論を習得する。

授業の到達目標

・医療・福祉事業のような非営利事業の経営管理の目標を理解することができる (F56-2)。

・財務諸表等をもとに、非営利事業の経営分析ができる （Ad56-2、Ad56-3）。

授業計画

第１回：オリエンテーション 医療・介護・福祉分野における経営を学ぶ意義について説明します。

第２回：経営分析① 医療・介護・福祉事業における財務諸表の見方について学びます。

第３回：経営分析② 医療・介護・福祉事業における経営指標の見方について学びます。

第４回：経営分析③ 医療・介護・福祉事業の事業特質について学びます。

第５回：経営分析④ 実在する事業者の経営分析を行います。

第６回：非営利組織とは 非営利組織の存在意義、営利組織との違いについて学びます。

第７回：非営利組織の利益概念 非営利組織の利益概念について、営利組織との対比で学びます。

第８回：内部留保と非営利組織の経営のあり方について目的に応じた内部留保の捉え方、分析方法、非営利組織

の経営のあり方について学びます。

教科書

松原 由美「介護事業と非営利組織の経営のあり方―利益と内部留保のあり方を中心に―」医療文化社

参考文献

授業の中で適宜紹介する。

成績評価方法

試 験 実施しない。

レ ポ ー ト 50％ レポートを適宜提出させ、その内容を評価の対象とする。

平常点評価 50％ 現場実習、授業中の議論における発言・質問等をみて総合的に評価する。

そ の 他 遅刻、早退は、理由なき場合減点する。

備考・関連URL

外部講師の都合により、日程の変更がありえます。毎回、電卓を持参してください。



授業科目名：

医療情報学特論

担当教員名：

前田 幸宏

授業の概要

医療の質の確保と安全性の向上は、すべての人に関わる重要事項であり、医療分野の情報化は国の重点施策の

ひとつである。医療施策の概要を踏まえ、医療情報システムの現状、ネット上での医療に関わる情報の概要、医

療の質評価、病院機能評価、診療情報の分析手法などについて概説した後、診療データ分析を体験する。また、

医療ビッグデータなど、医療情報に関する最近の話題を紹介する。

授業の到達目標

(1) ネット上での医療情報の概要について説明できる(C5-1)

(2) 医療の質の評価の概要について説明できる(C5-1)

(3) 診療情報分析の重要性について説明できる(Ad56-3)

(4) 診療データを分析することができる(Ad56-2)

授業計画

第１回：医療情報の概要

病院における診療記録と診療情報、情報共有と患者情報保護など、医療情報に関わる基本的事項の内容

について理解する。

第２回：病院の情報システム化の概要

医療の情報化に関わる国の施策の概要、病院の電子カルテシステムの概要など、病院の情報システム化

に関わる現状について理解する。

第３回：医療情報ネットの概要

地域医療ネットワーク、がん等に関する信頼できる情報源、救急受診ガイドなど、知っていると役に立

つ情報を中心に、ネット上で利用できる医療情報の概要について理解する。

第４回：医療の質の評価の概要

医療の質とは何か、質評価の手法のひとつである病院機能評価の実際、医療安全に関する情報など、医

療の質の評価に関わる内容について理解する。

第５回：診療情報分析の概要

臨床評価指標（クリニカル･インディケータ）、DPCデータ分析事例、ネット上のDPC分析情報など、診

療情報分析に関わる内容について理解する。

第６回：診療情報分析の体験（分析テーマの検討）

各自の関心に基づき、サンプルデータを用いた分析テーマを立案する。各自のパソコンを使用し、Excel

等を用いて分析を行う。

第７回：診療情報分析の体験（分析およびまとめ）

前回に引き続き、各自のパソコンを使用して分析を行い、結果を図表等にまとめる。

第８回：診療情報分析の体験（分析結果の報告）

発表に向けて結果と考察を簡潔にまとめる（体裁は問わない）。各自のパソコンを用いて報告を行う（口

演数分程度）。授業全体を通した質疑を行う。

教科書

なし

参考文献

授業の中で紹介する。

成績評価方法

試 験 0％ 実施しない。

レ ポ ー ト 20％ 診療情報分析の報告の内容から総合的に評価する。なお、報告の文書や図表の体裁は問わ

ない。

平常点評価 80％ 各授業の出席状況および授業内での発言の状況から総合的に評価する。（学会参加等の欠席

は考慮する）

備考・関連URL



授業科目名：

医療人材管理特論

担当教員名：

岩満 裕子

授業の概要

環境の変化および政策による医療界への誘導の現状を理解すると共に、必要と言われているチーム医療の在り

方も含め人材活用の面からこれからの必要とされる人材について検討する。

授業の到達目標

・医療界における人員配置基準・雇用形態・労働環境を理解し、医療政策を見据えた今後の専門職種の人材活用

方法が創造できる。

・地域ネットワークをも包括したチーム医療の必要性を理解し、チーム・マネジメント手法を学ぶ。

・専門職種間のｃｏｎｆｌｉｃｔ ｍａｎａｇｅｍｅｎｎｔｏおよび会議等でのファシリテーション技法を学ぶ。

・組織論の変遷、リーダーシップ論を学び、チーム医療のあり方を管理的視点から考察し、リーダーに必要とさ

れるcompetencyを考案できる。

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。

日本の医療の第三者評価について説明します。

第２回：医療界における人員配置基準・雇用形態・外国人労働者も網羅した労働環境について説明します。

医療政策と診療報酬について説明を加え、これからの医療界を医療をうける国民の立場から考える。

第３回：サービスとは何かを学び、自分が希望する医療サービスを検討する。

第４回：組織論の変遷とリーダーシップ論について学び、これからのリーダーに必要なｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅを

検討する。

第５回：医療界も専門特化してきている現状と専門職種間のｃｏｎｆｌｉｃｔについて説明し、ｃｏｎｆｌｉｃ

ｔ・ｍａｎａｇｅｍｅｎｔについて学ぶ。

第６回：地域を視野に入れたチーム医療の現状と課題について説明し、チーム・マネジメント能力、ファシリテ

ーション技法の必要性について学ぶ

第７回：求められるチーム医療について、これまでの学びを含め考察する

第８回：これからの医療界に必要な人材とはどんな能力を持った人かを全講義を総括し考える。

教科書

なし

参考文献

講義中に紹介します。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートに講義で学び得たことが網羅された思考と成っているかで評価します。

平常点評価 50％ 講義中の意見等にて評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

開発援助実践学特論 I

担当教員名：

平塚 基志

授業の概要

先進国と途上国の間における南北問題を理解し、どのような援助を先進国がすべきか、その概念と具体的な技

術的手法の習得を目的としている。具体的には、途上国援助における社会開発、経済開発の違いを理解する。さ

らに、社会開発を中心に住民のケイパビリティを向上させるための援助方法のについて、理論と技術を学ぶ。

授業の到達目標

開発援助に関する理論的な側面について理解することができる。また、実線に移すのに必要な技術を習得できる。

授業計画

第１回：開発援助を必要とする背景

第２回：環境劣化を引き起こすメカニズム

第３回：社会的貧困と経済的貧困

第４回：貧困を引き起こす社会経済的構造

第５回：南北間格差と公平性

第６回：社会開発の歴史

第７回：環境ガバナンス

第８回：社会開発についてのまとめ

教科書

特になし。（講義中に配布します）

参考文献

特になし。（講義中に配布します）

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 最終回の授業において与えられた課題に対するレポートを提出する

平常点評価 30％ 議論への参加度合い

備考・関連URL

途上国の環境問題や貧困問題等の基本的な知識を必要とするため、関連する研究室に在籍しているか、関連す

る学部の講義（ヒトと陸上生態系等）の単位を取得していることが望ましい。なお、最終授業で全体に対するフ

ィードバックを行います。



授業科目名：

開発援助実践学特論 II

担当教員名：

平塚 基志

授業の概要

国際協力機構（JICA）が JICA 筑波において実施している途上国の研修員向け授業（住民参加手法、農業耕作

技術、水田技術、灌漑技術等）を、途上国からの研修員と共に受講する。参加する研修は、住民参加型の開発援

助プログラム、農業技術の移転プログラムである。

授業の到達目標

開発援助の具体的な手法を習得できる。また、途上国からの研修生とのコミュニケーションを通して、南北問

題の実態を理解できるようになる。

授業計画

第１回：熱帯林の現状

第２回：開発援助の事例

第３回：JICAの途上国からの研修員向け授業に関するガイダンス

第４回：JICAの授業を受講し、JICAの開発援助の現状を把握し、プログラムについて学ぶ。

第５回：JICAの授業を受講し、住民参加の概念を習得する。

第６回：JICAの授業を受講し、住民参加を促す手法を学び、利点と問題点を理解する。

第７回：JICAの授業を受講し、途上国からの研修生と意見交換を行い、開発援助の必要性を学ぶ。

第８回：JICAの授業を受講およびレポートの提出する。

教科書

とくになし

参考文献

とくになし

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ JICA研修後に提出する

平常点評価 30％ 議論への参加度合い

そ の 他 30％ JICAでの研修担当者による評価

備考・関連URL

途上国の貧困問題や環境の知識を必要とするため、関連する研究室に在籍しているか、関連する講義（ヒトと

陸上生態系等）の単位を取得していることが望ましい。また、約5日間にわたってつくば市にあるJICA筑波研修

センターに通って講義を受ける必要がある。JICAでの受講が難しい場合は、開発援助に関する追加の講義および

レポートにより代替する。なお、最終授業で全体に対するフィードバックを行います。



授業科目名：

科学史・科学論特論

担当教員名：

加藤 茂生

授業の概要

授業内容：近代日本の物理学者であり、また夏目漱石の薫陶を受けた文筆家でもあった寺田寅彦の科学思想に

ついて検討する。文学と科学との関係も含め、昭和戦前期の科学と社会について考察する。授業では寺田寅彦の

随筆に基づいた具体的な細部の考察が中心となる。

授業方法：毎回、小宮豊隆編『寺田寅彦随筆集』の指定された箇所を全員が読んできて、その内容についてデ

ィスカッションする。

授業の到達目標

・寺田寅彦の科学思想について理解する。

・教科書的な科学観ではない、文学とも関わるような幅広い科学観を得る。

中目標

C６－２、E56－２、F56－２

授業計画

第１回：ガイダンス

第２回：「どんぐり」ほか

第３回：「科学者と芸術家」ほか

第４回：「物理学と感覚」ほか

第５回：「蓄音機」ほか

第６回：「相対性原理側面観」ほか

第７回：「ルクレチウスと科学」ほか

第８回：総括的討論

教科書

小宮豊隆編『寺田寅彦随筆集』第一巻（岩波文庫、1963年）。

参考文献

授業時に指示する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 10％ 授業を通じて得た知見に基づいて自分の考えを記述する。

平常点評価 90％ テキストの理解力、洞察力、他者の思想への想像力で成績を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

家族社会学特論

担当教員名：

池岡 義孝

授業の概要

本講義では、日本の家族社会学の研究史を詳説する。対象とするのは、「家族社会学」という学問領域がまだ

通常科学化していないなかで人類学や民俗学などとともに伝統的な家族である「家」の研究を行っていた戦前段

階から、戦後それが通常科学化し「家族社会学」として独立し、現代家族の研究に取り組み研究成果を量産する

段階、そして現実の家族の急激で大きな変動によって、家族社会学研究そのものも混迷を深めつつある現代まで

とする。また、日本の研究に影響を与えた欧米の研究についても、必要に応じて取り上げることにしたい。

授業の到達目標

・戦前から戦後、さらに現代に至るまでの家族社会学研究の研究史を理解する。

・１つの学問領域の成立と展開を理解することができる。

・受講生が専攻するそれぞれの研究領域において、その学問の成立と展開を比較検討できる。

授業計画

第１回：ガイダンス（本講義の概要と進め方）

第２回：家族の科学的研究の歴史的発達段階：欧米と日本の場合

第３回：戦前の家族研究：社会学および人類学・民族学による学際的な家族研究

第４回：戦後の家族社会学の再出発と通常科学化

第５回：批判的潮流１：マルクス主義的家族研究

第６回：批判的潮流２：人類学による家族・親族定義をめぐる批判

第７回：批判的潮流３：歴史学からする近代家族論

第８回：現代家族はどこにいくのか：家族の個人化、多様化論批判

教科書

池岡義孝・西原和久編『戦後日本社会学のリアリティ：せめぎあうパラダイム』東信堂、2016年

参考文献

各回の授業で、その都度指定する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 最終レポートによって学習成果を評価する。

平常点評価 30％ 毎回の報告やディスカッションで理解度および授業への積極性を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

学校学習システム特論

担当教員名：

浅田 匡

授業の概要

学校における学習のあり方を、システムという観点から考究する。Teaching Modelは、インストラクショナル・
デザインとして様々な学習理論に基づき開発されてきた。本講義では、授業の実践性という観点から、学校学習
に関するモデルを取り上げ、概説する。取り上げるモデルとしては、J. B.キャロルの学校学習モデル、B. S.ブ
ルームの学校学習モデル等である。これらはいずれも学力向上との関係から考えられてきたモデルである。さら
に、わが国において実践されてきた様々な理論に基づくモデルを取り上げ、これからの学校学習システムを考える。

授業の到達目標
（１）学校学習モデルを理解する。
（２）わが国で開発され数多く実践されてきた授業モデルの特徴と学校学習の何を克服しようとしてきたかを理

解する。
（３）社会の変化を考え、これからの学校学習についてシステム論の観点から考えることができる。

（B56－２、C６－１、C６－２、Ad56－３）

授業計画

第１回：学校学習システム
システムとしての学校学習とは何かということについて論考する

第２回：学校学習モデル（１）
キャロルの学校学習モデルについて論考する

第３回：学校学習モデル（２）
ブルームの学校学習モデルとマスタリーラーニングについて論考する

第４回：学校学習モデル（３）
QAITモデルについて論考する

第５回：わが国における授業モデル（１）学び方学習
学び方学習研究会の基本的な考え方と実践について論考する

第６回：わが国における授業モデル（２）仮説実験授業
仮説実験授業の基本的な考え方と実践について論考する

第７回：わが国における授業モデル（３）極地方式研究会
極地方式研究会の考え方と実践について論考する

第８回：わが国における授業モデル（４）範例方式
判例方式の考え方と実践について論考する

第９回：わが国における授業モデル（５）完全習得学習
完全習得学習の日本での実践について論考する

第10回：わが国における授業モデル（６）発見学習
発見学習についての考え方と実践について論考する

第11回：わが国における授業モデル（７）プログラム学習
プログラム学習についての考え方と実践について論考する

第12回：わが国における授業モデル（８）バズ学習
バズ学習の考え方と実践について論考する

第13回：わが国における授業モデル（８）システムズ・アプローチ
システムズ・アプローチについての考え方と実践について論考する

第14回：カリキュラムと学校学習
カリキュラムの構造と編成を踏まえ、学校学習とカリキュラムの関係について論考する

第15回：学校学習と授業モデル
多様な心理学理論等に基づく授業モデルと学校学習との関係について検討し、学校学習システムにおけ
る授業モデルの役割を論考する

教科書
随時資料（研究論文を含む）を配布する

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 論理性

平常点評価 30％ 出席と発表

備考・関連URL



授業科目名：

学校臨床心理学特論

担当教員名：

小林 正幸

授業の概要

学校心理学を理論の背景におき、認知行動療法の方法論を主軸に、主に学校領域の臨床的な課題を材料にする。

教育問題の中核を占める「不登校」を取り上げ、現代の教育問題の構造的な課題を明確にしつつ、その周辺課題

であるいじめの問題、特別支援教育の問題などを講じる。とくに、問題の形成 要因が問題の未然防止や早期発

見、早期対応に関わること、維持要因が臨床場面での介入に関連することを理解する。その上で、具体的な事例

理解と対応策、応答構成のスキルアップと、教育相談領域での関わりの質の総合的な技量向上を図る。

授業の到達目標
スクール・カウンセラーあるいは学校内での教育相談あるいは特別支援コーディネーターレベルの力量の獲得

を目指す。
（１）カウンセラー、教育相談担当者、臨床心理学の専門家、研究者としての構え、働きかけや姿勢を形成する。
（２）実践に密着した題材から学ぶ。
（３）実践的に思考し、実践的な技量を修得する。

授業計画

第１回：ガイダンスと現代の教育問題の意味／講義の目的と概要、評価方法の説明。および、教育問題が持つ現

代的な意味について講じます。

第２回：第２回現代の教育問題の意味／上記の続きの講義を行います。

第３回：問題行動の形成要因／学校不適応問題として、不登校を取り上げ、問題の形成要因から予防策を講じます。

第４回：問題行動の維持要因／問題の維持要因から解決策を講じます。

第５回：第１回学校での事例検討／学校不適応問題の中から、不登校、非行、学習障がいなどを取り上げ、事例

をマッピング法による検討を行います。

第６回：第２回学校での事例検討／上記とは異なる事例で付箋法による検討を行います。

第７回：第３回学校での事例検討／上記とは異なる事例でセブンクロス法による検討を行います。

第８回：第１回事例研究コンテスト／指定された事例から、解決策を持ちより、相互評価を行い、到達度の確認

を行います。

第９回：協働による子ども支援／学校組織で子どもを支えることについて、発達障害を例に講じます。

第10回：面接の方法（本人面接）／子ども本人との面接方法について講じます。

第11回：第１回面接演習／本人との面接のロールプレイングを行います（１回目）。

第12回：第２回面接演習／本人との面接のロールプレイングを行います（２回目）。

第13回：コンサルテーションの方法（保護者面接の方法）／保護者の面接手法を講じます。

第14回：コンサルテーションの演習／保護者面接ロールプレイングを行います。

第15回：第２回事例研究コンテスト／指定された事例を元に課題を貸し、レポートを持ち寄って相互評価し、到

達度の最終確認を行います。

教科書

教科書ではないが、

「教師のための学校カウンセリング」有斐閣ブックス

「図解でマスター！実践学校カウンセリング２０１６」

の２冊は、とくに参考になる。

参考文献

上記以外に、初回に100冊ほどの関連文献一覧を配布する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 事例研究コンテストレポートの相互評価ポイント。2回実施する。各回35％

平常点評価 25％ 自発的に行う特別レポートの評価ポイント

そ の 他 5％ 授業の途中で行う作業ポイント

備考・関連URL

本講義内容は、DP科目「基礎」１－２、２－１、２－２、３－２、３－３、３－４、４－１、４－３、４－４

が含まれる。

事例研究コンテストでは、学生同士で相互に評価を述べた後で、模範回答を示す。特別レポートについては、

口頭で報告させた後、その場でフィードバックを与える。



授業科目名：

加齢人間工学特論

担当教員名：

倉片 憲治

授業の概要

高齢者（及び障害者）が引き起こすエラーや事故、及び日常的に経験する不便さ・困難さには、感覚・認知特

性の加齢変化が原因であるものが少なくない。それら諸特性の加齢変化に関する知識をもとに、人間工学的な解

決方法（人間中心設計手法）を議論していく。さらに、年齢に関わりなく使いやすい製品やサービスの設計、快

適な環境づくり（アクセシビリティの向上）に向けた国内外の技術基準（ガイドライン、規格等）や施策の動向

について詳説する。

授業の到達目標

・感覚・認知特性の加齢変化によって引き起こされる製品・サービス・環境の諸問題について、その解決に向け

た人間工学的な実践力を身につける。(B56-3, D56-2)

・アクセシビリティに対する国内外の技術基準及び施策の動向について、幅広い視野と知識を獲得する。(B56-4)

授業計画

第１回：導入：加齢人間工学と現代社会

現代社会における加齢人間工学研究の意義を概説するとともに、本科目の位置づけ、授業の進め方、到

達目標等を説明します。

第２回：視覚特性の加齢変化

加齢に伴って生じる視覚特性の変化とその影響について説明します。

第３回：聴覚特性の加齢変化

加齢に伴って生じる聴覚特性の変化とその影響について説明します。

第４回：触覚・温熱感覚・身体特性の加齢変化

加齢に伴って生じる触覚・温熱感覚・身体特性の変化とその影響について説明します。

第５回：認知特性の加齢変化

加齢に伴って生じる認知特性の変化とその影響について説明します。

第６回：加齢人間工学の技術基準と国内外の施策

加齢変化を考慮した製品・サービス・環境等の設計に使用される技術基準（規格等）及び国内外の施策

について説明します。

第７回：加齢人間工学の応用例

加齢変化を考慮して設計された製品・サービス・環境等の実例を紹介します。

第８回：まとめ：加齢人間工学の発展的応用

加齢人間工学に残された問題と今後の展開について議論します。

教科書

なし

参考文献

その都度、指定する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 加齢人間工学の知識の実践的応用力を評価します。

平常点評価 50％ 毎回の授業で提出を求めるショートコメントの内容の充実度を評価します。

備考・関連URL

各回のショートコメントに対して、その次の回の授業にてフィードバックを行います。また、必要に応じて、

Course N@viのお知らせ機能などを通じたフィードバックを行います。



授業科目名：

環境社会学特論

担当教員名：

井上 真

授業の概要

環境社会学は「なぜ」を問う数少ない学問分野です。そして、世の中の「常識」を常に疑い、環境問題への取

り組みに対しても全体構造的な視点から批判的な検討を行い、そのうえで運動論を展開し、あるいは政策論とし

て新たな提案へと結びつけます。本講義では、環境社会学の専門教科書を使い、環境問題を身体感覚に近いとこ

ろでとらえ、自分の問題として感じつつ解決策を導き出す視点を提供します。輪読形式で実施します。

授業の到達目標

・環境問題は誰にとってのどんな「問題」なのか、またどのような解決が望ましいのかを社会学的に考えること

ができるようになる。（B56-3）

・一般に言われているわかりやすい「環境言説」を疑い、その背後にある見えにくい問題構造に気付き、問題解

決への糸口を自ら考えることができるようになる。（B56-4）

授業計画

第１回：ガイダンス

講義概要の説明および担当箇所の決定をしたうえで、論文（井上真, 2014）の解説をします。

第２回：1章、２章

生業の近代化とグローバル化。環境という風景とアイデンティティ。

第３回：４章

自然を基盤とする暮らしの「当たり前」。

第４回：５章

自然保護をめぐる葛藤。

第５回：７章

環境問題をめぐるローカルとグローバル。

第６回：８章

自然と社会をデザインする。

第７回：10章

市民参加の意味を考える。

第８回：11章

環境問題の原点（公害問題）はいま。

教科書

関礼子・中澤秀雄・丸山康司・田中求『環境の社会学』有斐閣アルマ(Specialized), 2009年

参考文献

必要に応じて紹介します。なお、ガイダンスで使用する論文は次の通り。井上真,2014. 「黒子の環境社会学：

地域実践，国家政策，国際条約をつなぐ」『環境社会学研究』20号:17-36.

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 担当箇所をまとめた発表資料（レジュメ）の内容を評価します。

平常点評価 40％ 授業内での発言など積極性や貢献度を評価します。３回以上欠席した場合は単位を与えま

せん。

備考・関連URL

フィードバック：毎回の発表に対してコメントします。



授業科目名：

環境人類学特論

担当教員名：

黒崎 岳大

授業の概要

この授業では、生態人類学や開発人類学の研究史と近年の研究動向を把握する。その上で、学生諸君には、各々

が関心をもつ地域とテーマに関する論文について発表してもらう。さらに、その論文・モノグラフの意義や課題

などについて議論を行ないたい。

授業の到達目標

・生態人類学および「開発人類学の研究史と近年の研究動向を説明することができる（C5-1）。

・調査対象地域の論文を批判的に読むことができる（B56-4）。

・質的調査の方法と論文の書き方を理解する（B56-3）。

授業計画

第１回：ガイダンス

授業概要や到達目標、進め方、本科目の位置づけなどを紹介する。配付資料の振り返りによる復習を求

める。

第２回：生態人類学の研究史

生態人類学の研究史について説明する。書籍の事前読了および課題への取り組みによる予習と、配付資

料の振り返りによる復習を求める。

第３回：生態人類学の近年の研究動向

生態人類学の近年の研究動向について説明する。書籍の事前読了および課題への取り組みによる予習

と、配付資料の振り返りによる復習を求める。

第４回：開発人類学の研究史

開発人類学の研究史について説明する。書籍の事前読了および課題への取り組みによる予習と、配付資

料の振り返りによる復習を求める。

第５回：開発人類学の近年の研究動向

開発人類学の近年の研究動向について説明する。書籍の事前読了および課題への取り組みによる予習

と、配付資料の振り返りによる復習を求める。

第６回：文献発表(1) 生態人類学

生態人類学に関連する文献の発表と検討を行なう。書籍の事前読了および課題への取り組みによる予習

と、配付資料の振り返りによる復習を求める。

第７回：文献発表(2) 開発人類学

開発人類学に関連する文献の発表と検討を行なう。書籍の事前読了および課題への取り組みによる予習

と、配付資料の振り返りによる復習を求める。

第８回：まとめ

全体のまとめを行なう。事前学習として、これまでの総復習を求める。

教科書

特になし。

参考文献

授業時に指示する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業参加や研究実践への積極性、授業時に課す課題の達成度を総合して評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

感情心理学特論

担当教員名：

鈴木 晶夫

授業の概要
感情の定義はいろいろな側面から記述できる。「精神の働きを知・情・意に分けた時の情的過程全般を指す。

情動・気分・情操などが含まれ、主体の情況や対象に対する態度あるいは価値づけをする心的過程」と広義に考
え、感情研究の歴史、感情の生物学的・神経心理学的アプローチ、感情の測定・アセスメント、感情の発達、個
人差・文化差、感情の表出と解読、文化と社会、臨床、感情障害、健康、感情に関連する社会的プロセスなど、
その関連領域を幅広くとらえられる視点を養う。

授業の到達目標
・感情心理学関連について専門的知識の説明ができる。
・関連の研究方法の理解と適用ができる。
・批判的・創造的な論理思考を形成する。
・感情心理学を通じて個人的成長をとげる。

授業計画

第１回：受講のためのオリエンテーション
予習として、シラバスで紹介する書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第２回：感情研究に関する哲学的背景・歴史
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第３回：感情の定義・基本情動
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第４回：感情の次元的研究
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第５回：感情の測定方法
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第６回：感情の表出・解読
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第７回：感情と発達、社会・文化
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

第８回：感情とストレス・健康・感情障害
予習として、前回授業で紹介した書籍や資料の事前読了を求めます。復習として、授業で呈示した資料
を各自調べたり、紹介した研究論文等の検索・読了、紹介した書籍の読了を求めます。

教科書

特になし

参考文献

その都度指示する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 課題に対する適切性、専門知識の理解度（プレゼンテーションを含む）

平常点評価 30％ 授業における理解・関心度（教場レポートを含む）

備考・関連URL

出席状況、課題発表、レポート等を総合して評価する。

Course n@vi お知らせ機能を利用して、提出課題についての講評をする。



授業科目名：

緩和医療学・臨床死生学特論

担当教員名：

小野 充一

授業の概要

緩和医療と臨床死生学の現場で直面する以下のテーマについて、導入講義を行った後に各学生が以下のテーマ

のうちの何れかを選択して、グループワークを行う。

テーマは、①緩和医療が必要とされる理由と適応条件、②臨床死生学が必要とされる理由と条件

具体的な検討の内容は、自殺と安楽死・尊厳死、死刑制度、出世以前診断と人工妊娠中絶、医療的無益の判断

とするが、おおむね５～６名で一グループを形成して、各員が事前に準備してきた具体的な検討内容に沿った論

文についてグループで共有して検討する作業を行い、グループでテーマについて発表原稿をまとめ最後の総括的

な討論を行うことで、緩和医療学と臨床死生学に関する知識や概念を大学院レベルで能動的に習得することを目

標としている。

授業の到達目標

A）緩和医療学と臨床死生学全般に関する知識を得る。

B）緩和医療学と臨床死生学を支える中心的な概念を理解する。

C）緩和医療学と臨床死生学で用いる調査や研究手法を理解する。

授業計画

第１回：講義①緩和医療が必要とされる理由と適応条件、②臨床死生学が必要とされる理由と条件

第２回：グループ発表テーマの準備・先行研究論文の収集と検討

第３回：グループ発表・討論（つらさを和らげるために必要な条件）

第４回：グループ発表テーマの準備・先行研究論文の収集と検討

第５回：グループ発表・討論（悪い情報を伝えるために必要な条件）

第６回：グループ発表テーマの準備・先行研究論文の収集と検討

第７回：グループ発表・討論（治療を手控えるために必要な条件）

第８回：総合討論；緩和医療と臨床死生学に求められる条件

教科書

・「最新緩和医療学」恒藤暁著、最新医学社

・「テキスト臨床死生学」日本臨床死生学会編、勁草書房

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ 講義終了時レポート

平常点評価 80％ 出席状況、グループワーク、個人発表

備考・関連URL



授業科目名：

技術史・技術文化研究特論

担当教員名：

余語 琢磨

授業の概要

暮らし（生活・生業）をめぐる人々の多様な営みを、技術・テクノロジーを切り口にどのように捉えるか、こ

の難問を文化人類学と歴史学の交差地点から複眼的に理解するために、基本文献および教員のフィールド研究例

等をとりあげ、その着想、視座、方法論、データの記述、分析・考察の妥当性、成果と課題について概説する。

また受講生には、関連主要研究の輪読・解題・ディスカッションを行ってもらう。この作業を通して、日常性、

歴史、技術、道具、身体、医療、心理、文化等をめぐる思考のリフレーミングが訪れることを期待する。

授業の到達目標

・技術・テクノロジーを切り口とする人類学・歴史学的な知識・研究方法を専門的に理解している（B56-4）。

・関連基本文献を批判的に検討し、自らの研究対象・テーマ・方法への応用を考えることができる（C6-1,2）。

授業計画

第１回：イントロダクション：技術／テクノロジーおよび文化の定義・概念

第２回：技術／テクノロジーへのまなざしの変遷史と主要な研究テーマ

第３回：「自然環境利用の技術」をめぐって

第４回：「ものづくりの技術」をめぐって

第５回：「身体と医療の技術」をめぐって

第６回：「テクノロジーと現代文化」をめぐって

第７回：「テクノロジーの生産と利用実践」をめぐって

第８回：総括：論点の整理と総合ディスカッション

教科書

とくに指定しない。

参考文献

授業時においてテーマごとに紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 授業で得た知見に基づき、自らの研究への応用性を記述する。

平常点評価 40％ 文献の理解力、議論における洞察力、および参加姿勢により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

教育システム開発特論

担当教員名：

井上 典之

授業の概要

行動主義から構成主義、認知科学や人間性心理学に基づき学習観は変遷してきているが、本講義ではそれぞれ

の学習観に基づいていかに学習の質を高め、学習者の人間成長を促進するための教育システムを構築することが

できるかについて論究する。教育システムとは物理的環境だけでなく、教師が成長・発達するプログラムなどを

含めた人的・文化的環境をも意味する。さらに家庭、地域、社会との関係まで視野を広げ、現代における教育シ

ステムのあり方について論究する。

授業の到達目標

(1) 教育システムを開発するために必要とされる学習、学習環境、教授、教師の専門技能発達に関する理論と研

究を理解することができる(C5-1)

(2) 現代社会における教育の課題を様々な観点から検討し、解決の方向性を明らかにすることができる(C6-1)

(3) 様々な研究手法やアプローチを使って教育における課題を解決するための教育システムを研究するプロセ

スを理解することができる (D56-2)

授業計画

第１回：イントロダクション:

コースの概要、アサインメント、授業の進め方や教育システム開発を研究することの意義や面白味につ

いて論じます。

第２回：教育システムとは？:

教育をシステムとして捉える必要性とそのポテンシャルについて論じ、様々な教育システムの成り立ち

や機能について考えます。

第３回：教育システム開発のプロセスと課題：

教育システムを開発するためのプロセスと、教育システム開発における理論と実践のギャップ、文化的

基盤、研究手法などについて論じます。

第４回：教育イノベーションについて:

ICTなどを使った教育イノベーションの例を教育システム開発の見地から分析し、教育イノベーション

を成功させるために必要と考えられる知見について考えます。

第５回：教育システム開発の理論的フレームワーク(行動主義)：

教育システム開発における行動主義(Behaviorism)の役割とその課題について、いくつかのケーススダ

ディーをもとにして論じます。

第６回：教育システム開発の理論的フレームワーク(情報処理アプローチ)：

教育システム開発における情報処理アプローチ（Information Processing Approach）の役割とその課

題について、いくつかのケーススダディーをもとにして論じます。

第７回：教育システム開発の理論的フレームワーク(構成主義)：

教育システム開発における構成主義（Constructivism）の役割とその課題について、いくつかのケース

スダディーをもとにして論じます。

第８回：教育システム開発のフレームワーク（人間性心理学）：

教育システム開発における人間性心理学(Humanistic Psychology)の役割とその課題について、いくつ

かのケーススダディーをもとにして論じます。

第９回：教育システム開発のフレームワーク(社会文化主義)：

教育システム開発における社会文化主義 (Socio-culturalism)の役割とその課題について、いくつかの

ケーススダディーをもとにして論じます。

第10回：教育システム開発のフレームワーク(批判的教育学)：

教育システム開発における批判的教育学(Critical Pedagogy)の役割とその課題について、いくつかの

ケーススダディーをもとにして論じます。

第11回：教育システム開発の実践分析 I (学校教育の実践):

現代社会の様々な課題を解決するための教育システム開発について、学校教育における実践の例につい

て多様な理論的・手法的観点から分析・議論します。

第12回：教育システム開発の実践分析 II(社会人教育の実践):

現代社会の様々な課題を解決するための教育システム開発について、社会人教育における実践の例につ

いて多様な理論的・手法的観点から分析・議論します。



第13回：総論 ＆ リフレクション：

前回までの議論についての総論とリフレクションを行い、それぞれの今後にとっての「教育システム開

発」との関わりについて考えます。

第14回：グループ・プロジェクト発表会 ＆ フィードバック I (明快性/論理性):

グループ・プロジェクトについてのプレゼンテーションを行い、それぞれのプロジェクトについてのデ

ィスカッションとフィードバックを行います。

第15回：グループプロジェクト発表会 ＆ フィードバック II (創造性/有用性):

前回に引き続きグループ・プロジェクトについてのプレゼンテーションを行い、それぞれのプロジェク

トについてのディスカッションとフィードバックを行います。

教科書

特になし。

参考文献

事前にオンラインで文献が与えられます。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 学習内容の理解の深さを評価します。授業の中で詳しいガイドラインが与えられます。

平常点評価 50％ いくつかの小課題、授業への貢献度と出席により評価します。

備考・関連URL

最終授業で全体に対してレポートについてのフィードバックを行います。



授業科目名：

教育情報工学特論

担当教員名：

永岡 慶三

授業の概要

論理的思考や数理的思考と教育・学習について講究する。論理・数理・水平思考パズルを通して、テクノロジ

ー化や教育への適用を目的に、設計・評価の方法論および基本理念・指針について討論する。「論理的能力はパ

ズルでテストできる」（バートランド・ラッセル）。

授業の到達目標

・論理的思考や数理的思考の問題／パズルを解決することができる。

・論理的思考や数理的思考の問題／パズルと教育・学習の関係について解説できる。

・論理的思考や数理的思考の問題／パズルとテクノロジー化や教育への適用を説明し、アイデアを出せる。

授業計画

第１回：ガイダンス。論理および数理、思考と教育・学習

第２回：論理問題について討議と考察

第３回：数理問題について討議と考察

第４回：物理問題について討議と考察

第５回：心理問題について討議と考察

第６回：水平思考問題について討議と考察

第７回：問題評価・作成演習

第８回：到達度の確認と講評

教科書

参考文献

適宜紹介する

成績評価方法

試 験 30％ 論理的思考や数理的思考などの問題を出題して評価する

平常点評価 70％ 各回授業における討論への参加度などで評価する

備考・関連URL



授業科目名：

教授学習過程特論

担当教員名：

宮崎 清孝

授業の概要

教授学習過程論とは人間の認知の謎に、学習という切り口から迫ろうとする認知科学の一分野である。これは

認知が社会的、文化的な関係性の中で学習され、形成されるプロセスについて探求するものであり、認知に対す

る「文化歴史的アプローチ」からの接近である。本授業では「文化歴史的アプローチ」からの諸理論を紹介し、

それを用いて特に学校教育場面における学習がどのように分析されうるのかについて検討する。またその際、日

本の実践者（現場の教師）のもつ実践知と科学的な理論がどのように生産的に関わるのか、という問題について

も検討する。

授業の到達目標

（１）認知に対する「文化歴史的アプローチ」の諸理論の特徴を理解し、説明できる E56－3、E56－4。

（２）現実の教育事象について理論的な問いを生成できる E56－4、C６－2。

授業計画

第１回：認知科学としての教授学習過程：教授学習過程論は認知科学の一分野である。そのことの意味について

みていく。

第２回：文化歴史的アプローチと状況論的認知論：文化歴史的アプローチからの諸理論を紹介する。

第３回：知識をめぐる諸問題－理論的に：学習の対象となる知識について、どのようなものと考えうるのか、理

論的に検討する。

第４回：知識をめぐる諸問題－学校教育における：知識が実際の学校教育の場でどのようなものとして現れてい

るのか紹介する。

第５回：教授学習過程研究における方法論：授業を研究の対象とするとき、どのようなスタンスが必要なのか、

検討する。

第６回：授業における協働的学習－談話としての授業：授業を言葉を介した相互作用であると見なす観点を紹介

する。

第７回：授業における協働的学習と知の生成過程：言葉を介した相互作用の中で、知識がどのように形成される

のか、検討する。

第８回：学習論における教師の位置：教師は授業の作者だという観点から、教師の役割とその結果として生まれ

る学習の質について検討する。

教科書

参考文献

宮崎清孝「子どもの学び教師の学び：斎藤喜博とヴィゴツキー派教育学 一莖書房

佐木みどり・宮崎清孝「はっけんとぼうけんー保育と協働する保育の探求」創成社

Egan, Cant, & Judson 2013 Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning

across the curriculum. Routledge.

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 関係する英文論文についてのまとめとコメントを要求するもの。関連知識の理解の度合い

を評価する。

平常点評価 50％ 質疑への参加の度合いを評価する。

備考・関連URL

毎時間、授業内容についてのやりとりをおこなう。またレポートについては、コースナビでフィードバックする。



授業科目名：

極限環境生物学特論

担当教員名：

赤沼 哲史

授業の概要

極限環境生物とは、100℃を超える高温、氷点下の極低温、水深数千メートルの高圧下、強酸あるいはアルカ

リ性環境といった、我々が住むことはできない環境に生息する生物である。この科目では、例えば「100℃を超

える高温環境に生息する微生物がなぜ茹だらないのか？」といった、極限環境への適応の仕組みを議論する。さ

らに、生命が存在可能な環境条件や、生命の進化と地球環境の変遷について概説し、「生命の定義」について考

察する。

授業の到達目標

・極限環境生物が極限環境に適応している仕組みを説明できる（C5-1）。

・呼吸と光合成が地球環境をどのように変えたか議論できる（B56-2）。

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要）

オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。極限環境生

物学を学ぶ意義について議論します。

第２回：生命の定義

生命の定義 ／生命の定義について議論します。

第３回：極限環境と生命の生存限界

極限環境と生命の生存限界 ／極限環境とはどのような環境か？生命の生存限界を決める環境要因につ

いて議論します。

第４回：極限環境に生息する生物の耐性機構１

極限環境に生息する生物の耐性機構１ ／生物の耐塩機構、耐酸機構、耐アルカリ機構について考察し

ます。

第５回：極限環境に生息する生物の耐性機構２

極限環境に生息する生物の耐性機構２／生物の耐熱機構について考察します。

第６回：地球はなぜハビタブルか？

地球はなぜハビタブルか？／地球上に生命が居住できる理由について議論します。また、どのような環

境を持つ惑星（衛星）であれば生物が存在する可能性があるか考察します。

第７回：地球環境の変遷

地球環境の変遷／４６億年前に地球が誕生して以降の環境の変遷について、特に、生物の呼吸と光合成

が地球環境にどのような変化をもたらしかのかについて着目し議論します。

第８回：総括

総括／第１回～第７回の講義を振り返りながらまとめの議論をおこないます。

教科書

なし。

参考文献

現代生物科学入門10「極限環境生物学」山岸明彦、長沼毅、高見英人、馬場昭次、山下雅道著

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 授業中に提示する課題に対し、各自が文献・資料等を調査してまとめたレポートを評価する。

平常点評価 60％ 出席回数と授業への取り組みを評価する。

備考・関連URL

授業はPowerPointスライドを用いておこなう。

Course N@viのお知らせ機能等を通じて提出されたレポートのフィードバックを行う。



授業科目名：

儀礼・祝祭研究特論

担当教員名：

竹中 宏子

授業の概要

機能主義的な儀礼研究、神話との関連性、儀礼・祝祭の身体性や政治性を中心的テーマに、儀礼・祝祭論の主

要な論文を読解し（和文・欧文）、研究意義と限界を議論、そして考察を行う。この作業を通じて得られた知見

を活かし、学生には実際の祭り（あるいは類似する文化現象）を分析し発表してもらい、議論を行う。

授業の到達目標

・（主に文化人類学的な）儀礼・祝祭の研究法を理解し、他領域における研究との比較検討を通して、儀礼・祝

祭論の研究意義と限界を考察できる（B56－２）

・儀礼・祝祭研究の視座に基づき、実際の儀礼・祝祭の社会的用法について議論できる（C６－２）

授業計画

第１回：ガイダンス －儀礼・祝祭論について、授業の進め方、授業で扱う文献の指定

第２回：テキスト読解を基にディスカッション（１） －儀礼・祝祭の研究史

第３回：テキスト読解を基にディスカッション（２） －機能主義的な儀礼研究

第４回：テキスト読解を基にディスカッション（３） －儀礼祝祭の身体性

第５回：テキスト読解を基にディスカッション（４） －儀礼祝祭の政治性

第６回：学生による研究発表およびディスカッション（１）

第７回：学生による研究発表およびディスカッション（２）

第８回：まとめと今後の展望 －新たな儀礼祝祭研究の展開に向けて

教科書

事前に、または初回の授業で指定する。

参考文献

授業中に適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 提出課題を評価する

平常点評価 50％ テキストに関する発表と、授業内の発言内容や頻度を評価する

備考・関連URL

テキストに関する発表は最低一回行ってもらいますが、欠席などはしないこと。

履修生の興味の方向性を考慮するなどの理由により、授業の内容や扱う文献が予定とは異なる場合があります。



授業科目名：

健康管理医学特論

担当教員名：

河手 典彦

授業の概要

既に超高齢社会となったわが国では、人間生活の基盤である健康管理はとくに重要な意味を有している。この

講義では、はじめに実践の健康管理の一手段である「健診」、「検診」の実態について幅広く習得する。基本的な

各種検査方法やその結果の意味も正しく理解する。次いで生活習慣病と癌の中から代表的疾患を選択し、その臨

床医療の実際を詳しく解説する。これらに基づいてわが国の健康管理医療の現状を正確に習得し、適切な健康管

理医学とは何かについてその課題の検討も交えながら理解を進めていく。

授業の到達目標

・健康生活の重要性を理解し臨床医学の視点から有効な健康管理の方策とその意義について説明できる。

（Ｂ56－４、Ｃ5－１）

・疾病の一次予防、二次予防及び三次予防に関してその医療の実際を習得し、解説することできる。

（Ｂ56－４、Ｃ5－１）

・代表的疾患についてその臨床医学・医療の実状を理解し、専門性に基づいた説明を行うことができる。

（Ｂ56－４、Ｃ5－１）

・健康生活獲得のための健康管理医療の正確な情報収得及びその有効活用について実践できる。

（Ｄ56－２、Ｇ36－４）

授業計画

第１回：オリエンテーション，健康管理とは何か

本講義で取り上げる各種主題，健康管理とは何か，健康診断，健診と検診，生活習慣病の概念，疾病

の予防（1次，2次，3次），特定健康診査/特定保健指導，生体検査の概要（血圧，心電図，肺機能，

Ｘ線撮影，超音波検査等），主な検体検査（血液・生化学，腫瘍マーカー，尿検査等）

第２回：高血圧症とその医療

高血圧症の実状，成因，検査法，合併症，危険因子としての高血圧症，予防と対策（関連因子別），

高血圧症の薬物治療，白衣高血圧，morning surge

第３回：心臓血管疾患

心血管疾患の実状，冠状動脈の基礎知識，心臓の弁の基礎知識，心血管病の危険因子，プラークと血

栓形成，虚血性心疾患：狭心症，心筋梗塞の症状，検査と診断，治療（薬物治療，カテーテル治療，

ステント治療，外科治療），リハビリテーション，メタボリック症候群，メタボリックドミノ

第４回：脳卒中

脳卒中とは，疫学，脳卒中の危険因子，脳の血管，脳卒中の病型分類，脳卒中：脳出血，脳梗塞，ク

モ膜下出血の症状，検査と診断，各種の治療法，脳卒中の予防，脳ドック

第５回：糖尿病

食事摂取と糖の動態，糖尿病とは，病型分類（1型，2型），糖尿病の診断，HbA1c 値測定の意義，糖

尿病の症状，糖尿病の合併症（３大合併症），治療目標，糖尿病の治療：食事療法，運動療法，薬物

療法（各種の経口糖尿病薬，インスリン，インクレチン関連薬，SLGT-2阻害薬）

第６回：脂質異常症，高尿酸血症

脂質異常症とは，脂質異常症の誘発因子，分類，脂質異常症と動脈硬化，臨床所見，改善と予防，治

療（食事療法，運動療法，薬物療法）

高尿酸血症とは，尿酸の体内動態，分類と発症機序，痛風発作とその治療，高尿酸血症の予防と治療

（食品の知識，薬物療法）

第７回：非癌性呼吸器疾患（肺結核，COPD）

肺結核とは，肺結核の動向，肺結核と感染症法，肺結核の感染経路，抗酸菌，再興感染症，診断と検

査法，治療法とその副作用，肺結核の予防

慢性閉塞性肺疾患（COPD）とは，COPD の疫学，病因・病態，症状と検査所見，診断，治療（薬物療

法，外科療法，リハビリテーション），予後

第８回：肺癌

肺癌の疫学，発生部位と組織型，病型，病理組織型分類，肺癌の症状，喫煙指数，早期肺癌とは，各

種診断法，腫瘍マーカー，病期とは，肺癌の治療法（外科療法，化学療法，放射線療法など），肺癌

の予防（１次予防，２次予防，３次予防）

第９回：胃癌

胃癌の疫学，胃癌の危険因子，好発部位，自覚症状，胃癌の組織型，早期胃癌の定義，早期胃癌と進

行胃癌の分類，胃癌の診断（内視鏡検査，Ｘ線造影検査，超音波検査等），胃癌の治療（手術療法：

開腹/腹腔鏡，内視鏡下EMR/ESD，化学療法等），ダンピング症候群，予後，胃癌検診検査



第10回：大腸癌

大腸癌の疫学，大腸の構造，危険因子，大腸癌の１次予防，発癌課程（adenoma-carcinoma sequence，

de novo cancer），病理分類，肉眼分類，大腸癌の好発部位，症状，診断（便潜血反応，内視鏡，注

腸造影），病期，治療（外科療法，化学療法等），大腸癌検診

第11回：肝臓癌

急性ウイルス性肝炎（A 型，Ｂ型，Ｃ型，Ｄ型，Ｅ型），慢性肝炎，肝硬変，肝臓癌の疫学・病態、

肝臓癌の臨床症状，肝臓癌の診察所見，肝臓癌の検査とその所見，肝臓癌の診断（超音波ガイド下/

腹腔鏡下生検），肝臓癌の治療（PEIT, TAE, TACE,外科療法，化学療法）

第12回：乳癌

乳癌の疫学，乳房の構造，危険因子と１次予防，乳癌の診断（マンモグラフィー，超音波検査，細胞

診断，組織診断），乳癌の症状と主な組織型の臨床的特徴，好発部位，鑑別診断，乳癌の治療（外科

療法：その変遷，乳房温存術，乳房再建術，センチネルリンパ節，化学療法，内分泌療法，放射線療

法）

第13回：子宮癌，前立腺癌

子宮癌の疫学，子宮頸癌：危険因子，進展と病期，症状，検査法，診断，治療（手術療法，放射線療

法，化学療法，PDT 療法），子宮体癌：危険因子，進展と病期，症状，検査法，診断，治療（手術療

法，放射線療法，化学療法，内分泌療法），前立腺癌の疫学：前立腺癌の危険因子，症状，診断方法，

PSA，治療（手術，内分泌療法

第14回：白血病，悪性リンパ腫

白血病の疫学，クローンとは．急性骨髄性白血病，急性前骨髄球性白血病，急性リンパ性白血病，慢

性骨髄性白血病，慢性リンパ性白血病，成人T細胞

白血病の臨床医学的特徴と診断・治療，悪性リンパ腫の疫学，分類，症状，検査と診断，治療の基本

方針，R-CHOP療法

第15回：到達度の確認

到達度の確認と解説、全体に対する講評（フィードバック）。

教科書

使用しない。

参考文献

適宜、紹介する。

成績評価方法

試 験 70％ 第15回に到達度の確認とその解説を行い、講義内容の理解度を評価する。

平常点評価 30％ 出席状況を評価し、到達度の確認成績決定の際に勘案する。

備考・関連URL

短期間の講義ではあるが、少しでも多くの臨床医学、臨床医療の現状に関する知識を正確に習得して貰いたい。

最終授業で全体に対するフィードバックを行う。



授業科目名：

現代日本の都市空間と格差

担当教員名：

橋本 健二、武田 尚子

授業の概要

日本では1980年代以降、急速に経済的・社会的格差が拡大してきたが、この格差拡大は、個人間・世帯間の、

また階級・社会階層間の格差拡大とともに、地域間格差の拡大をともなっていた。地域間格差の拡大は、一部地

域での産業の衰退、高齢者比率が極端に高い地域の出現、貧困層の一部地域への集中などと関連しており、今後、

多くの社会問題を発生させると考えられる。

この講義では、首都圏を対象に、大都市部における格差拡大の進行過程とその社会的帰結について、統計デー

タと社会調査データを併用しながら解明することを目的とする。具体的には、(1)各種の官庁統計をもとに社会

地区分析を行ない、大都市部の格差の構造とその変動過程を明らかにするとともに、(2)2016 年に実施した「首

都圏住民の仕事・生活と地域社会に関する調査」にもとづき、所得水準や貧困率、高齢化率、社会関係資本の量

などの地域特性と、地域住民の健康状態や階層意識、幸福感の関係について明らかにし、(3)さらに関連する近

年の都市政策と大都市部の変化の関係についても考えていく。

授業の到達目標

・大都市部の格差構造とその背景について、階級・社会階層論と社会地区分析の2つの方法論的立場から理解す

ること(B56-3)

・大都市部の格差拡大とその社会的帰結について、データ・資料にもとづいて実証的に分析する能力を身につけ

ること(Ad56-2、Ad56-3)

授業計画

第１回 課題と方法1

格差拡大の進行と都市の分極化

第２回 課題と方法2

階級理論と都市社会の理論

第３回 大都市分析の実際1

「東京」で暮らす：「東京人」とは誰か

第４回 大都市分析の実際2

都市空間構造の描き方：社会地区分析入門

第５回 大都市分析の実際3

都市空間構造と格差：フードデザート問題

第６回 現代の都市問題

再都市化と高層化：容積率緩和と再開発の推移

第７回 現代都市の空間構造

階級構造と都市の空間構造

第８回 格差の空間社会学へ向けて

地域間移動･地域間格差と格差社会の動態

教科書

参考文献

橋本健二『階級都市』(筑摩新書)

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 講義終了後、講義内容と自身の研究の関係について論じるレポートの提出を求める。

平常点評価 50％ 出席状況および討論への参加状況による。

備考・関連URL



授業科目名：

行動臨床心理学ゼミ（１） Ａ

担当教員名：

嶋田 洋徳

授業の概要

認知行動療法や行動療法に関する最近の研究を取り上げ、最新の知見、理論的発展、方法論に関する理解を深

める。特に、心理臨床場面への応用を前提とした認知や行動に関する研究に主眼を置く。また、症例研究を取り

上げ、研究知見との整合的な理解、アセスメントや治療技法に関する行動論的理解を試みる。さらに、国内外で

実施される学会、研修会、ワークショップ等に参加し、最新の高度な心理臨床技法の習得を目指す。

授業の到達目標

・行動臨床心理学（認知行動療法や行動療法）の最新理論や技法の理解、説明ができる。（Ａａ５－１、Ａｃ５

－１、Ｂ５６－３、Ｂ５６－４、Ｃ５－１）

授業計画

第１回：オリエンテーション

第２回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（１）

第３回：症例研究と実践報告検討（１）

第４回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（１）

第５回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（２）

第６回：症例研究と実践報告検討（２）

第７回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（２）

第８回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（３）

第９回：症例研究と実践報告検討（３）

第10回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（３）

第11回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（１）

第12回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（２）

第13回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（４）

第14回：症例研究と実践報告検討（４）

第15回：春学期のまとめ

教科書

使用しない。レポーターを担当する者がレジュメ等を配布する。

参考文献

授業中に適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 課題内容の達成度による。

平常点評価 40％ 討論における貢献度による。

備考・関連URL

日本認知・行動療法学会、アジア認知行動療法学会等の国内外の関連学会、研修会、ワークショップ等に参加

することを予定している。

課題に関しては、その都度全体に対してフィードバックを行う。



授業科目名：

行動臨床心理学ゼミ（１） Ｂ

担当教員名：

嶋田 洋徳

授業の概要

認知行動療法や行動療法に関する最近の研究を取り上げ、最新の知見、理論的発展、方法論に関する理解を深

める。特に、心理臨床場面への応用を前提とした認知や行動に関する研究に主眼を置く。また、症例研究を取り

上げ、研究知見との整合的な理解、アセスメントや治療技法に関する行動論的理解を試みる。さらに、国内外で

実施される学会、研修会、ワークショップ等に参加し、最新の高度な心理臨床技法の習得を目指す。

授業の到達目標

・行動臨床心理学（認知行動療法や行動療法）の最新理論や技法の理解、説明ができる。（Ａａ５－１、Ａｃ５

－１、Ｂ５６－３、Ｂ５６－４、Ｆ５６－２）

授業計画

第１回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（４）

第２回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（５）

第３回：症例研究と実践報告検討（５）

第４回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（５）

第５回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（６）

第６回：症例研究と実践報告検討（６）

第７回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（６）

第８回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（３）

第９回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（４）

第10回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（５）

第11回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（７）

第12回：症例研究と実践報告検討（７）

第13回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（７）

第14回：秋学期のまとめ

第15回：総合まとめ

教科書

使用しない。レポーターを担当する者がレジュメ等を配布する。

参考文献

授業中に適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 課題内容の達成度による。

平常点評価 40％ 討論における貢献度による。

備考・関連URL

日本認知・行動療法学会、アジア認知行動療法学会等の国内外の関連学会、研修会、ワークショップ等に参加

することを予定している。

課題に関しては、その都度全体に対してフィードバックを行う。



授業科目名：

行動臨床心理学ゼミ（２） Ａ

担当教員名：

嶋田 洋徳

授業の概要

行動臨床心理学ゼミ（１）を基礎として、そのエビデンスを重視しながら、各受講者の研究テーマについて、

関連する先行研究の理解、問題の設定、研究計画の立案を行い、それを互いに検討しながら討論を行う。主な研

究課題は、さまざまな不適応行動や症状の改善、適応行動や健康行動の形成に関する認知行動療法や行動療法な

どに代表される認知行動的アプローチである。また、国内外で実施される学会、研修会、ワークショップ等に参

加し、最新の高度な心理臨床技法の習得を目指す。

授業の到達目標

・行動臨床心理学（認知行動療法や行動療法）の最新理論や技法の理解、説明ができる。（Ａｄ５６－１、Ａｄ

５６－２、Ｂ５６－１、Ｂ５６－２、Ｄ５６－１）

授業計画

第１回：オリエンテーション

第２回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（１）

第３回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（１）

第４回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（２）

第５回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（２）

第６回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（３）

第７回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（３）

第８回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（４）

第９回：専門雑誌に掲載された最新の研究知見の検討（４）

第10回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（１）

第11回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（２）

第12回：症例研究と実践報告検討（１）

第13回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（５）

第14回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（６）

第15回：春学期のまとめ

教科書

使用しない。レポーターを担当する者がレジュメ等を配布する。

参考文献

授業中に適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 課題内容の達成度による。

平常点評価 40％ 討論における貢献度による。

備考・関連URL

日本認知・行動療法学会、アジア認知行動療法学会等の国内外の関連学会、研修会、ワークショップ等に参加

することを予定している。

課題に関しては、その都度全体に対してフィードバックを行う。



授業科目名：

行動臨床心理学ゼミ（２） Ｂ

担当教員名：

嶋田 洋徳

授業の概要

行動臨床心理学ゼミ（１）を基礎として、そのエビデンスを重視しながら、各受講者の研究テーマについて、

関連する先行研究の理解、問題の設定、研究計画の立案を行い、それを互いに検討しながら討論を行う。主な研

究課題は、さまざまな不適応行動や症状の改善、適応行動や健康行動の形成に関する認知行動療法や行動療法な

どに代表される認知行動的アプローチである。また、国内外で実施される学会、研修会、ワークショップ等に参

加し、最新の高度な心理臨床技法の習得を目指す。

授業の到達目標

・行動臨床心理学（認知行動療法や行動療法）の最新理論や技法の理解、説明ができる。（Ａｄ５６－１、Ａｄ

５６－２、Ｂ５６－１、Ｂ５６－２、Ｄ５６－１）

授業計画

第１回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（７）

第２回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（８）

第３回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（９）

第４回：研究テーマに関する研究動向および方法論の検討（10）

第５回：症例研究と実践報告検討（２）

第６回：症例研究と実践報告検討（３）

第７回：症例研究と実践報告検討（４）

第８回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（３）

第９回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（４）

第10回：心理臨床関連ワークショップへの参加、およびまとめ（５）

第11回：研究テーマに関するまとめ（１）

第12回：研究テーマに関するまとめ（２）

第13回：研究テーマに関するまとめ（３）

第14回：秋学期のまとめ

第15回：総合まとめ

教科書

使用しない。レポーターを担当する者がレジュメ等を配布する。

参考文献

授業中に適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 課題内容の達成度による。

平常点評価 40％ 討論における貢献度による。

備考・関連URL

日本認知・行動療法学会、アジア認知行動療法学会等の国内外の関連学会、研修会、ワークショップ等に参加

することを予定している。

課題に関しては、その都度全体に対してフィードバックを行う。



授業科目名：

個体群生態学特論

担当教員名：

三浦 慎悟、横沢 正幸

授業の概要

前半は三浦が担当する。前半では環境生態学のうち個体群生態学を取り上げる。野生動物の個体群動態に関与

する生活史パラメーターを把握し、それに基づく個体群動態のシミュレーション法、行列モデル作成法をマスタ

ーし、個体群の存続可能性分析を行う。

後半は平塚が担当する。森林生態系の遷移、更新、劣化を特徴的な森林タイプを例に考察し、物質生産・循環

の定量法を習得する。また、生態系サーヴスの評価を行う。

授業の到達目標

・前半では動物の生活史と個体群生態学の概要を理解した上で、いくつかの動物の個体群動態モデルを作成し、

その応用を試みることができる（B56－１、B56－３、B56－４、C６－１、C６－２、D56－１）。

・後半では時間スパン及び空間サイズを踏まえた上で生態系を捉える手法を習得し、その上で生態系の利用及び

保全について考察することができる（B56-3、B56-4、C6-2）。

授業計画

第１回：授業の目的と概要、イントロダクション（生命表と生活史特性）

第２回：生命表からの個体群シミュレーション、行列モデル

第３回：行列モデルによるシミュレーションと確率論モデル

第４回：個体群の存続可能性分析

第５回：森林植生の分布要因及び人為影響との関係

第６回：植物の物質生産量の実測手法及び推定モデル

第７回：代替法による生態系サービスの評価

第８回：仮想評価法による生態系サービスの評価

教科書

随時資料を配布する

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席回数

備考・関連URL



授業科目名：

子どもの健康福祉学特論

担当教員名：

前橋 明

授業の概要

本講では、子どもを対象にした健康福祉学をとりあげる。将来、社会の担い手となる子どもたちが、心身とも

に健康で、かつ、社会の仲間を人として尊び、相互に思いやりの心で援助し合って生き生きとした暮らしを実現

していくという「健康福祉」の心を育てていくために、園や学校ならびに家庭や地域における健康福祉教育のあ

り方やその具体的実践について情報収集し、子どもの健康福祉に関する理解を深める。そして、近年の社会にお

いて必要とされる「子どもの健康福祉」のあり方を模索する。

授業の到達目標

（１）子どもに対する健康福祉教育の実践を調べ、子どもの健康福祉に関する理解を深めるとともに、その取り

組みの概要を発表できる。

（２）講義での学習や与えられた課題の遂行によって、子どもに対する健康福祉教育のあり方や、近年、必要と

される子どもの健全育成のための方策を検討し、提案できるようになる。

授業計画

第１回：授業の概要と進め方、子どもの健康福祉学の目的と内容、福祉の心とは

第２回：近年の子どもたちが抱える・抱えさせられている健康福祉上の問題とその対策

第３回：家庭や園、学校における健康福祉教育の現状と課題

第４回：社会（行政、保健センター）における健康福祉教育の現状と課題

第５回：福祉体験Ⅰ（車椅子援助体験）

第６回：福祉体験Ⅱ（視覚障がい者の方への手引き体験）

第７回：福祉体験Ⅲ（福祉レクリエーション）

第８回：福祉体験シンポジウム、子ども支援・保護者支援・保育者支援・地域支援を考える

第９回：レポート課題報告と討論・評価<１>「幼児対象」

第10回：レポート課題報告と討論・評価<２>「小学生対象」

第11回：レポート課題報告と討論・評価<３>「中学生対象」

第12回：レポート課題報告と討論・評価<４>「障がい児対象」

第13回：レポート課題報告と討論・評価<５>「子どもと関わる保育者・教育者対象」

第14回：レポート課題報告と討論・評価<６>「子育て中の保護者対象・その他」

第15回：課題レポートの最終提出と解説

教科書

前橋 明：いま、子どもの心とからだが危ない、大学教育出版、2004

前橋 明：いま、子どもの心とからだが危ない（２）－子どもの未来づくり作戦－、大学教育出版、2006

参考文献

前橋 明：子どもの未来づくり １、明研図書、2010

前橋 明：子どもの未来づくり ２、明研図書、2010

前橋 明：子どもの未来づくり ３、明研図書、2012

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 与えられた課題を、講義内容を絡めて考察・論述しているかどうかを評価する。

平常点評価 50％ 発表やディスカッションへの参加を評価する。

備考・関連URL

なお、本講義内容は、DP科目 育児保育２－２、２－３、６－２、６－３、６－４、７－２、７－３、７－４、

７－５に該当する。

最初の授業は、教室に集合し、授業を行います。また、最終授業で、全体に対するフィードバックを行います。



授業科目名：

細胞制御工学特論

担当教員名：

原 太一

授業の概要
本講義では、生命医科学分野における広い視点と多様な研究手法の知識を習得することを目的に、受講者が持

ち回りで生命医科学分野のブレークスルーとなる重要なトピックのプレゼンテーションを行う（研究の背景や結
果を紹介する）。その発表内容にたいして、参加者全員で研究の意義や問題点、発展性などを討論する。知識の
習得だけでなく、研究課題の創出や成果を発信するプレゼンテーションのスキルを高めることを目指す。

授業の到達目標
・研究結果を正確に解釈するスキルを身につける。
・ディスカッション能力を身につける。
・情報発信のスキルを身につける。
・新しい研究テーマを創出するスキルを身につける。
（B56-1 C6-1）

授業計画
第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要）

オリエンテーションを行います。配付資料の復習を求めます。
第２回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（１）

背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第３回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（２）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第４回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（３）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第５回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（４）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第６回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（５）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第７回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（６）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第８回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（７）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第９回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（８）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第10回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（９）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第11回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（１０）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第12回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（１１）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第13回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（１２）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第14回：生命医科学分野におけるブレークスルーとなる研究の紹介と討論（１３）
背景と意義を含めた研究紹介と討論を行います。論文や書籍の事前読了による予習、および配布資料の
復習を求めます。

第15回：本講義で得られた知見に関する総合討論



教科書
適宜指定します。

参考文献
参考資料を配付します。

成績評価方法
平常点評価 100％ 授業の理解度、積極性などを評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

視覚デザイン特論

担当教員名：

市原 茂

授業の概要

視覚系の構造と機能、照明と視覚刺激の特性、色や明るさの知覚、形態知覚、空間知覚、運動知覚、感覚間相

互作用など、人間の感覚と知覚のメカニズムを解説するとともに、関連するトピックスを紹介する。そして、デ

ザインへの応用を視野に入れた応用研究を展望する。

授業の到達目標

（１）人間の感覚・知覚研究の研究方法を理解する。

（２）人間の感覚と知覚の基本的なメカニズムを理解する。

（３）視覚研究のデザインへの応用例を学ぶことで、柔軟な発想と応用力を身につける。

授業計画

第１回：受講ガイダンス／本講義の目的と概要について説明します。

第２回：視覚刺激／照明・視覚刺激について解説します。

第３回：視覚系のメカニズム／視覚系の構造と働きについて解説します。

第４回：色と明るさの知覚（１）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第５回：色と明るさの知覚（２）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第６回：形態知覚（１）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第７回：形態知覚（２）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第８回：空間知覚（１）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第９回：空間知覚（２）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第10回：運動知覚（１）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第11回：運動知覚（２）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第12回：感覚間相互作用（１）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第13回：感覚間相互作用（２）／メカニズムを解説し、関連するトピックスを紹介します。

第14回：視覚とデザイン／視覚研究のデザインへの応用例を紹介します。

第15回：レポート課題と解説／授業のまとめを行いレポート課題の解説を行います。

教科書

教科書は使用しません。必要に応じて資料を配布します。

参考文献

菊池正（編） 海保（監修） 「感覚知覚心理学」 朝倉心理学講座６ 朝倉書店

ドナルド・D・ホフマン（著） 原・望月（訳） 「視覚の文法 －脳がものを見る法則－」 紀伊國屋書店

成績評価方法

レ ポ ー ト 80％ 課題は13回目の授業で提示します。与えられた課題に対して、どれくらい深い考察がなさ

れているのか、講義で話した事柄の本質が、どれくらい理解されているのかという点をあ

わせて評価します。

平常点評価 20％ 授業中の発言やミニレポートを元にして評価します。

備考・関連URL

課題に対するフィードバックは、Cource N@viのお知らせ機能などを通じて行います。

http://www.cogsci.uci.edu/^ddhoff/vi6.html （運動視のデモ）

http://www.bri.ntt.co.jp/IllusionForum/index.html （錯視のデモ）



授業科目名：

児童家庭福祉特論

担当教員名：

川名 はつ子

授業の概要

少子高齢社会の脅威を強調した社会防衛のための少子化対策を超えて、誰もが人間らしい生き方を追求できる

ように、子どもと家庭の側から「よりよく生きること」を考えたい。児童家庭福祉を専攻しない院生の受講も考

慮し、この分野について刺激的問題提起を含む参考書を選定した。「子どもとは何か」「子どもの権利」などの問

題意識を念頭におき、トピックスや事例をまじえた講義とする。また子どもの居場所見学も行なう。

授業の到達目標

現代社会を生きる子どもと家庭の置かれた困難な事態を理解し、乳幼児保育の場や学校・地域で包括的に子育

ち・子育てを支援していくための視点を獲得する。

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要） 本講義の目的と概要について説明し、グループ編成を行

なう。

第２回：子どもの権利規範の形成過程（権利思想、権利論、権利宣言、権利条約） 子どもの権利の重要性を認

識するために、権利思想、権利論の形成から、権利宣言、権利条約への結実までの過程を学ぶ。

第３回：スウェーデンの「子どもの権利絵本」に学ぶ スウェーデンで子どもの支援に携わる大人たちの研修テ

キストとして使われていた絵本の画像を見ながら、子どもの権利が侵害される場合について各自がイメ

ージを喚起し、支援のあり方を考える。

第４回：子どもの権利条約（権利の主体としての子ども、子どもの意見表明権、家庭で育つ権利など） 1989

年の国連総会で採択され、日本も1994年に批准した子どもの権利条約54条の中から、権利の主体として

の子ども、子どもの意見表明権、家庭で育つ権利、教育を受ける権利、遊びと余暇を楽しむ権利を抜粋

して学ぶ。

第５回：いじめ・不登校・ひきこもり “学校化社会”日本で蔓延しているいじめ・不登校・ひきこもりの実態

と、その対応・支援について学ぶ。

第６回：子どもの居場所考 子どもが安心して過ごせる居場所を、どこにどのように保障することができるか、

阻害要因となっている“３間（空間、時間、仲間）”の例を挙げながら考える。

第７回：子どもの居場所見学（早期療育教室） 障害があってもなくても地域で共に育ち生きる共生社会を目指

し、“逆統合保育（障害児が多数派）”を実現しているダウン症児の早期療育「ひよこ教室」を見学実習

させていただく。小グループに分かれ、子どもたちとじかに触れ合うことができる。

第８回：見学レポートの発表と討論（子どもと家庭への支援のあり方） 見学実習のレポートをグループごとに

発表したあと、全員で子どもと家庭への支援のあり方をディスカッションする。

教科書

なし

参考文献

浜田寿美男『子ども学序説－変わる子ども、変わらぬ子ども』岩波書店、2009年ほか、 随時、関連図書や論

文を紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 80％ 授業内のミニレポートや見学レポートにより、理解度と考察の独自性を評価する。

平常点評価 20％ 見学レポートのグループ発表への参加度、出席状況を評価する。

備考・関連URL

川名研究室、NPO 法人アン基金プロジェクト、日本ファミリーホーム協議会、養子と里親を考える会、全国里

親会、日本スクールソーシャルワーク協会、日本学校ソーシャルワーク学会、日本グループホーム学会、日本ダ

ウン症協会

フィールドの都合により、授業時間は変更になることがある。



授業科目名：

社会学説特論

担当教員名：

木村 正人

授業の概要

社会学が対象とする近代社会の重要な成立契機は、個人的自由の志向にある。同時にそれは近代の社会科学が

国家や社会を構想する際の礎であり続けてきたが、「無縁社会」という表現に見られるように社会そのものの瓦

解と液状化が進む今、個人の自由＝社会からの解放が人々を幸福にするという確信が揺らいでいるように思われ

る。この講義では「行為と社会における自由」をキーワードに、古典から現代に至る主要な社会理論を概説し、

「自由主義」的な社会秩序のさまざまなモデルと課題について考察する。

授業の到達目標

■近代社会の理論と歴史を理解する（Ac６－３、B56－３）。

■主要な社会学説によって社会学理論を理解する（C６－１）。

■理論を応用し、現代社会の諸問題について考察する（C６－２、D56－２）。

授業計画

第１回：行為選択の論理と倫理：近代社会と社会学

第２回：危害原理と古典的自由主義：モーゼの十戒とJ. S. ミル

第３回：暴力の独占と立憲主義：Ｔ. ホッブズとＪ. ロックの国家論

第４回：愚行と共感の倫理：蜂の寓話とＡ. スミス

第５回：楽園と力：Ｉ. カントと9. 11以後の世界秩序

第６回：マクドナルド的合理性と鉄の檻：Ｍ. ヴェーバーと<再>魔術化する現代

第７回：自由からの逃走と<絆>への回帰：3. 11以後の社会について考える

第８回：まとめと復習

教科書

参考文献

教場で指示する。

成績評価方法

平常点評価 50％ 質疑等、授業参加の積極性。

そ の 他 50％ 毎回授業後、course n@viを通じて、質疑コメントを寄せてもらいます。

備考・関連URL

受講者が大人数にならない限り、毎回議論の時間を設けたい。積極的な参加を望む。CourseN@viの掲示板機能

を用いて、フィードバックを行う。

http://kimuramasato.wordpress.com/



授業科目名：

社会文化心理学特論

担当教員名：

古山 宣洋

授業の概要

心理学における思考と言語、相互行為、コミュニケーションなどの諸問題に対する社会文化的アプローチについ

て基本文献の輪講を行う。そのなかで、社会文化的アプローチの可能性と克服すべき課題について議論する。今

年度は、ヤーン・ヴァルシナー著「新しい文化心理学の構築～心と社会の中の文化」（新曜社、2013）をテキス

トとし、議論する予定である。（ただし、開講時点での当該トピックスの動向によっては、文献を変更する可能

性もある。）

授業の到達目標

①心理学における社会文化的アプローチがどのようなものであるかについて理解する（B56－４、C５－１、C６

－１）

②心理学における社会文化的アプローチの可能性や克服すべき課題について議論できる（Ad56－２、Ad56－３、

Ad56－４）（E56-２、G36－５）

授業計画

第１回：オリエンテーション

本講義の趣旨の説明、ならびに輪講担当章の決定

第２回：文献講読（１）

第１章：文化へのアプローチ～文化心理学の記号論的基礎

第３回：文献講読（２）

第２章：社会とコミュニティ～社会的網目の相互依存性

第４回：文献講読（３）

第３章：対立を作り出す～対話的自己と、意味形成における二重性

第５回：文献講読（４）

第４章：最小のコミュニティとその組織～血縁集団、家族、結婚形態

第６回：文献講読（５）

第５章：文化の全体は移動のただなかにある～記号的宇宙の中の境界域の維持と公団

第７回：文献講読（６）

第６章：文化的プロセスとしての思考

第８回：文献講読（７）

第７章：行為における記号フィールド～情緒による内化／外化プロセスのガイダンスまとめのディスカ

ッション

教科書

ヤーン・ヴァルシナー（2013）「新しい文化心理学の構築～心と社会の中の文化」（サトウタツヤ監訳），新曜社．

参考文献

適宜紹介する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 評価は、文献輪講（発表とレジュメ）、ならびにディスカッションへの参加（発言）によっ

て行う。

備考・関連URL

・初回は、輪講の担当章を決めるので、単位を必要とする者は必ず出席すること。

・ディスカッション形式の授業なので、フィードバックは授業中に行う。



授業科目名：

社会保障政策特論

担当教員名：

植村 尚史

授業の概要

福祉国家政策の変遷と最近の日本の社会保障政策の動きについて、講義（オンデマンドの場合もありうる）と

ディスカッションを組み合わせながら、政策決定のプロセスと国際的視点を学んでいく。

授業の到達目標

社会保障政策や福祉国家政策について、政治学的、経済学的な視点を獲得する。

国際的な観点も含めて、社会保障政策の評価を行うことができる。

授業計画

第１回：オリエンテーション

オリエンテーション（本講義の目的と概要） 本講義の目的と概要について説明します。

第２回：福祉国家の成立

福祉国家の成立 福祉国家がどのような背景から成立したか、福祉国家どのような政策目的を持ってい

るのかについて学びます。

第３回：福祉国家の危機

福祉国家の危機 1980年代の福祉国家の危機といわれた時代について、その背景と各国の対応について

学びます。

第４回：福祉国家の変容

福祉国家の変容 1980年代の改革を通じて、福祉国家はどのように変化してきたのかについて学びます。

第５回：新自由主義と福祉国家

新自由主義と福祉国家 サッチャー改革以降の新自由主義の台頭と金融危機の関係、その中で福祉国家

政策はどのような役割を果たしてきたのかについて学びます。

第６回：近年の動向

近年の動向 金融危機以降のヨーロッパの福祉国家の動向について学びます

第７回：日本の社会保障政策①

日本の社会保障政策① 主に、1980年代の「増税なき財政再建」政策の意味とそこにおける社会保障の

位置づけについて学びます。

第８回：日本の社会保障政策②

日本の社会保障政策② 小泉構造改革とその後の社会保障政策の動向について学びます。

教科書

講義の中で提示

参考文献

講義の中で提示

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 毎回の授業に関して、次回に報告するレポートを作成してもらい、それによって評価します。

平常点評価 50％ 授業でのディスカッションへの参加状況によって評価します。

備考・関連URL

レポートの内容に関するフィードバックは、授業内で行う。



授業科目名：

社会保障政策論ゼミ（１） Ａ

担当教員名：

植村 尚史

授業の概要

本ゼミは、社会保障政策を研究対象とする、政策研究分野のゼミである。社会保障政策（年金、医療、社会福

祉等）の何らかの分野で、政策評価に関する研究、海外の制度との比較研究、政策決定過程に関する研究、政策

の経済的、社会的効果に関する研究などのうち、いずれかの研究を行い、成果をまとめることを目標に進める。

授業の到達目標

・テーマを設定し、研究した成果をレポートにまとめる。

授業計画

第１回：オリエンテーション

オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本ゼミの目的と概要について説明します。

第２回：報告とディスカッション初級・基礎

報告とディスカッション初級・基礎 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行います。

第３回：報告とディスカッション初級・応用

報告とディスカッション初級・応用 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第４回：報告とディスカッション準中級・基礎

報告とディスカッション準中級・基礎 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第５回：報告とディスカッション準中級・応用

報告とディスカッション準中級・応用 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第６回：報告とディスカッション中級・基礎

報告とディスカッション中級・基礎 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第７回：報告とディスカッション中級・応用

報告とディスカッション中級・応用 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第８回：報告とディスカッション国際・基礎

報告とディスカッション国際・基礎 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第９回：報告とディスカッション国際・応用

報告とディスカッション国際・応用 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第10回：報告とディスカッション準上級・基礎

報告とディスカッション準上級・基礎 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第11回：報告とディスカッション準上級・応用

報告とディスカッション準上級・応用 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第12回：報告とディスカッション上級・基礎

報告とディスカッション上級・基礎 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第13回：報告とディスカッション上級・応用

報告とディスカッション上級・応用 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第14回：報告とディスカッション総合

報告とディスカッション総合 これまでの報告をもとに社会保障政策に関するテーマについて、全員で

ディスカッションを行います。

第15回：全体のまとめ

全体のまとめ 演習の成果を確認し、次期の研究計画を提出します。



教科書

参考文献

植村尚史「社会保障を問い直す」（中央法規出版）

厚生労働白書（ぎょうせい）

その他授業の中で指示

成績評価方法

レポート 20％ 内容の理解

平常点評価 80％ ディスカッションへの参加

備考・関連URL



授業科目名：

社会保障政策論ゼミ（１） Ｂ

担当教員名：

植村 尚史

授業の概要

本ゼミは、社会保障政策を研究対象とする、政策研究分野のゼミである。社会保障政策（年金、医療、社会福

祉等）の何らかの分野で、政策評価に関する研究、海外の制度との比較研究、政策決定過程に関する研究、政策

の経済的、社会的効果に関する研究などのうち、いずれかの研究を行い、成果をまとめることを目標に進める。

授業の到達目標

・テーマを設定し、研究した成果をレポートにまとめる。

授業計画

第１回：オリエンテーション

オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本ゼミの目的と概要について説明します。

第２回：報告とディスカッション初級・基礎

報告とディスカッション初級・基礎 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行います。

第３回：報告とディスカッション初級・応用

報告とディスカッション初級・応用 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第４回：報告とディスカッション準中級・基礎

報告とディスカッション準中級・基礎 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第５回：報告とディスカッション準中級・応用

報告とディスカッション準中級・応用 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第６回：報告とディスカッション中級・基礎

報告とディスカッション中級・基礎 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第７回：報告とディスカッション中級・応用

報告とディスカッション中級・応用 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第８回：報告とディスカッション国際・基礎

報告とディスカッション国際・基礎 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第９回：報告とディスカッション国際・応用

報告とディスカッション国際・応用 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第10回：報告とディスカッション準上級・基礎

報告とディスカッション準上級・基礎 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第11回：報告とディスカッション準上級・応用

報告とディスカッション準上級・応用 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第12回：報告とディスカッション上級・基礎

報告とディスカッション上級・基礎 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第13回：報告とディスカッション上級・応用

報告とディスカッション上級・応用 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第14回：報告とディスカッション総合

報告とディスカッション総合 これまでの報告をもとに社会保障政策に関するテーマについて、全員で

ディスカッションを行います。

第15回：全体のまとめ

全体のまとめ 演習の成果を確認し、次期の研究計画を提出します。



教科書

参考文献

植村尚史「社会保障を問い直す」（中央法規出版）

厚生労働白書（ぎょうせい）

その他授業の中で指示

成績評価方法

レポート 20％ 内容の理解

平常点評価 80％ ディスカッションへの参加

備考・関連URL



授業科目名：

社会保障政策論ゼミ（２） Ａ

担当教員名：

植村 尚史

授業の概要

本ゼミは、社会保障政策を研究対象とする、政策研究分野のゼミである。社会保障政策（年金、医療、社会福

祉等）の何らかの分野で、政策評価に関する研究、海外の制度との比較研究、政策決定過程に関する研究、政策

の経済的、社会的効果に関する研究などのうち、いずれかの研究を行い、成果をまとめることを目標に進める。

授業の到達目標

・テーマを設定し、研究した成果をレポートにまとめる。

授業計画

第１回：オリエンテーション

オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本ゼミの目的と概要について説明します。

第２回：報告とディスカッション初級・基礎

報告とディスカッション初級・基礎 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行います。

第３回：報告とディスカッション初級・応用

報告とディスカッション初級・応用 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第４回：報告とディスカッション準中級・基礎

報告とディスカッション準中級・基礎 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第５回：報告とディスカッション準中級・応用

報告とディスカッション準中級・応用 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第６回：報告とディスカッション中級・基礎

報告とディスカッション中級・基礎 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第７回：報告とディスカッション中級・応用

報告とディスカッション中級・応用 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第８回：報告とディスカッション国際・基礎

報告とディスカッション国際・基礎 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第９回：報告とディスカッション国際・応用

報告とディスカッション国際・応用 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第10回：報告とディスカッション準上級・基礎

報告とディスカッション準上級・基礎 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第11回：報告とディスカッション準上級・応用

報告とディスカッション準上級・応用 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第12回：報告とディスカッション上級・基礎

報告とディスカッション上級・基礎 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第13回：報告とディスカッション上級・応用

報告とディスカッション上級・応用 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第14回：報告とディスカッション総合

報告とディスカッション総合 これまでの報告をもとに社会保障政策に関するテーマについて、全員で

ディスカッションを行います。

第15回：全体のまとめ

全体のまとめ 演習の成果を確認し、次期の研究計画を提出します。



教科書

参考文献

植村尚史「社会保障を問い直す」（中央法規出版）

厚生労働白書（ぎょうせい）

その他授業の中で指示

成績評価方法

レポート 20％ 内容の理解

平常点評価 80％ ディスカッションへの参加

備考・関連URL



授業科目名：

社会保障政策論ゼミ（２） Ｂ

担当教員名：

植村 尚史

授業の概要

本ゼミは、社会保障政策を研究対象とする、政策研究分野のゼミである。社会保障政策（年金、医療、社会福

祉等）の何らかの分野で、政策評価に関する研究、海外の制度との比較研究、政策決定過程に関する研究、政策

の経済的、社会的効果に関する研究などのうち、いずれかの研究を行い、成果をまとめることを目標に進める。

授業の到達目標

・テーマを設定し、研究した成果をレポートにまとめる。

授業計画

第１回：オリエンテーション

オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本ゼミの目的と概要について説明します。

第２回：報告とディスカッション初級・基礎

報告とディスカッション初級・基礎 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行います。

第３回：報告とディスカッション初級・応用

報告とディスカッション初級・応用 社会保障政策の基礎に関するテーマについて、学生が報告を行い、

これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第４回：報告とディスカッション準中級・基礎

報告とディスカッション準中級・基礎 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第５回：報告とディスカッション準中級・応用

報告とディスカッション準中級・応用 具体的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を

行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第６回：報告とディスカッション中級・基礎

報告とディスカッション中級・基礎 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第７回：報告とディスカッション中級・応用

報告とディスカッション中級・応用 現在問題となっている社会保障政策に関するテーマについて、学

生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第８回：報告とディスカッション国際・基礎

報告とディスカッション国際・基礎 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第９回：報告とディスカッション国際・応用

報告とディスカッション国際・応用 国際的な社会保障政策に関するテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第10回：報告とディスカッション準上級・基礎

報告とディスカッション準上級・基礎 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第11回：報告とディスカッション準上級・応用

報告とディスカッション準上級・応用 世界的な動きをふまえて、社会保障政策に関するテーマについ

て、学生が報告を行い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第12回：報告とディスカッション上級・基礎

報告とディスカッション上級・基礎 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行います。

第13回：報告とディスカッション上級・応用

報告とディスカッション上級・応用 社会保障政策に関する本質的なテーマについて、学生が報告を行

い、これに対して、全員でディスカッションを行い、問題点を掘り下げます。

第14回：報告とディスカッション総合

報告とディスカッション総合 これまでの報告をもとに社会保障政策に関するテーマについて、全員で

ディスカッションを行います。

第15回：全体のまとめ

全体のまとめ 演習の成果を確認し、次期の研究計画を提出します。



教科書

参考文献

植村尚史「社会保障を問い直す」（中央法規出版）

厚生労働白書（ぎょうせい）

その他授業の中で指示

成績評価方法

レポート 20％ 内容の理解

平常点評価 80％ ディスカッションへの参加

備考・関連URL



授業科目名：

人口社会学特論

担当教員名：

武田 尚子

授業の概要

本授業では、江戸時代および明治期の「疫病と地域」に関する文献を講読、分析、考察し、レポートを提出す

る。日本の古典文法を習得し、江戸期、明治期の文書を読解、分析できる力が必要である。

また、地域社会の分析にあたっては、下記の文献と受講生の研究テーマが密接に関連していることが望ましい。

受講生は登録後、授業開始前に、大学院における自分の研究テーマと、下記３点の文献のいずれかがどのように

関連しているのかを説明したレポートを武田へ提出すること（受講前レポートは8千字以上）

【受講前に提出するレポートの課題図書】

・細谷昴『家と村の社会学』御茶の水書房

・広原盛明『日本型コミュニティ政策』晃洋書房

・山口覚『集団就職とは何であったか』ミネルヴァ書房

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大学院で「社会・経済」分野を専攻する院生を対象に、これまでの研究内容に社会学的視点（地域社会構造分

析、地域移動による階層構造の変化）を導入することによって、より高度な社会学的分析が可能になることを目

的にしています。

授業の到達目標

・講読した文献の内容について、社会学的意義が充分に理解できている。

・講読した文献をもとに、研究方法を工夫する。

授業計画

第１回：授業内容について、ガイダンス

第２回：文献講読と調査方法の検討 １

第３回：文献講読と調査方法の検討 ２

第４回：文献講読とデータ分析内容の検討 １

第５回：文献講読とデータ分析内容の検討 ２

第６回：文献講読と知見の記述方法の検討 １

第７回：文献講読と知見の記述方法の検討 ２

第８回：ディスカション総括

教科書

なし（講読文献は受講生と相談する）

参考文献

授業中に適宜指示する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 授業内容の理解度と応用力

平常点評価 70％ 授業内容の理解度と積極性

備考・関連URL



授業科目名：

生活人間工学特論

担当教員名：

加藤 麻樹

授業の概要

人間工学は、人間と機械との関わり方を最適化することで、安全性、効率性、快適性を向上させることを目的

とする研究である。日常生活で用いられる道具や機械は身近であるがために、その適正について評価されること

は少なく、その機会があったとしても主観的評価が中心となる。生活人間工学特論では日常生活上身近に存在す

る課題に対して、客観的な評価を行い、科学的アプローチによって生活の質の向上に寄与する技術の適用につい

て、学術論文を用いながら考察する。

授業の到達目標

・生活上の潜在的課題発見能力を身につける。

・課題解決のための技術を的確に適用する能力を身につける。

授業計画

第１回：本授業の目的と進め方・生活人間工学の背景とニーズ

第２回：人－機械系 生活環境の構築

第３回：作業分析を通じた経営工学的視点の構築

第４回：信頼設計におけるヒューマンファクター

第５回：日常生活における人間の行動特性の評価

第６回：生活人間工学事例研究１

第７回：生活人間工学事例研究２

第８回：まとめ・受講者によるプレゼンテーション

教科書

必要に応じて教場で指示する。

参考文献

横溝克己・小松原明哲「エンジニアのための人間工学（改訂 第５版）」日本出版サービス

成績評価方法

平常点評価 60％ 授業における発言や提出物、事前準備状況から、理解度と発想力を評価する。

そ の 他 40％ 達成度確認のためのプレゼンテーションを行う。内容とディスカッションの質を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

政治思想史特論

担当教員名：

村上 公子

授業の概要

ドイツの議会制民主主義国家体制確立までの歴史上の道程を再現した展示〝Wege Irrwege Umwege"の再現学習

カタログを参照しつつ、1848年の「市民革命」前夜から始まり、1990年、東西ドイツの「再統合」によって一応

完成をみた、国民国家でありかつ議会制民主主義国家である「ドイツ連邦共和国」とはどのような国家かを学ぶ。

カタログに収録されているドイツ語テキストの購読を学生にも課す。

授業の到達目標

・ドイツ近代国民国家概念の萌芽期から現代にいたる変遷を知り、理解することができる。

・ドイツ以外の歴史上の国々、また現在存在する諸国家が近代国民国家、あるいは議会制民主主義概念に照らし

てどう分類されるかを、みずから推定できるようになる。

中目標：Ab56-1; G36-4

授業計画

第１回：導入：本講義の概要と使用するテキストについて説明する。

第２回：テキスト第一章導入部分の概要説明と輪読

第３回：第一章１節の概要説明と輪読

第４回：第一章２節の概要説明と輪読

第５回：第一章３節の概要説明と輪読

第６回：第一章４節の概要説明と輪読

第７回：第一章５節の概要説明と輪読

第８回：第一章の内容総括

教科書

Deutscher Bundestag（Hrs.）： Wege Irrwege Umwege. Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie

in Deutschland, Berlin 2002.

参考文献

必要に応じて指示する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ テキストの内容から、自分の選んだ時代・国家が、議会制民主主義概念からみてどのよう

な国家であるかを考察する。

平常点評価 70％ テキストの講読分担を果たす。

備考・関連URL



授業科目名：

精神保健福祉特論

担当教員名：

田中 英樹

授業の概要

精神保健福祉学は、精神保健という特定領域分野における社会福祉の政策と実践を範疇に形成されつつある。

しかし、成立間もない若い学問であり、その体系化は今日の課題でもある。歴史的に見ると精神保健福祉学は、

1997年の精神保健福祉士法の制定により、指定科目として「精神保健福祉論」が登場したことを契機に実体化し

た。この内容には、精神障害者福祉論そのものであり、必ずしも精神保健福祉と同義語ではない。しかし、精神

保健福祉学の主要な内容であることも明らかである。

そこで、本講義では、精神障害者福祉をベースに広く精神保健福祉を国民の精神保健全般を福祉的視座から論

考・解題していくこととする。講義では、精神障害者福祉の歴史と形成過程、関連する法の変遷、障害の構造的

理解、障害者生活支援法、関連施策、精神障害者の現状と人権、スティグマ、メンタルヘルスの諸課題などを取

り上げながら考察していきたい。

授業の到達目標

１）精神保健福祉学の視点を学び、その概要を理解させる。

２）精神保健福祉が当面する今日的な課題について、主体的に調べ、考える力を函養する。

３）精神保健福祉の視点から関心のあるテーマを掘り下げ、発表する力をつけさせる。

授業計画

第１回：わが国の精神保健・精神保健福祉の現状

第２回：障害者福祉の理念と精神保健福祉学

第３回：精神保健福祉の歴史（日本）

第４回：精神保健福祉の歴史（海外）

第５回：メンタルヘルスとライフサイクル

第６回：精神障害者施策の現状

第７回：精神保健福祉士の役割

第８回：精神障害者リハビリテーションの課題

教科書

参考文献

その都度、紹介します。

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ レポートによる評価

平常点評価 60％ 授業の出席と学ぶ姿勢を重視します。

備考・関連URL



授業科目名：

生体情報工学特論

担当教員名：

百瀬 桂子

授業の概要

生体情報工学とは，生体システムの計測・処理・制御の解析を工学的手法で行うとともに、それらの計測の結

果から知ることができた生体システムの仕組みや情報を，工学的及び医用工学的に応用することを目指すもので

ある．本講義では特にヒトの感覚・知覚情報処理のメカニズムに対象を絞り，関連する生体電気磁気現象と生体

計測の原理・技術について解説する．

授業の到達目標

・一般的な生体電気磁気現象の概略を理解する（B56-3）

・生体電気磁気計測の原理・技術の基礎を理解する（B56-3，B56-4）

授業計画

第１回：授業の概要と進め方

事前学習： 配付資料の事前読了．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第２回：生体電気磁気現象

事前学習： 配付資料の事前読了．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第３回：生体信号の非侵襲計測

事前学習： 配付資料の事前読了．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第４回：生体信号処理の基礎

事前学習： 配付資料の事前読了．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第５回：脳機能計測と神経モデリング

事前学習： 配付資料の事前読了．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第６回：身体・感覚機能計測

事前学習： 配付資料の事前読了．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第７回：生体信号を利用した研究（文献講読） (1)

事前学習： 配付資料の事前読了．担当文献の発表準備．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

第８回：生体信号を利用した研究（文献講読） (2)

事前学習： 配付資料の事前読了．担当文献の発表準備．

事後学習： 配付資料や参考資料の確認による復習

教科書

なし．

参考文献

講義時に必要に応じて紹介する予定．

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 第８回に課題を提示します。提出されたレポートについて，次の点を評価します．

・講義内容を正しく理解できているか．

・講義内容と各自の考えもしくは自身の研究テーマを絡めて，深い考察ができているか．

平常点評価 50％ 文献講読について，以下の点を評価します．

・担当文献の理解度と発表内容および説明方法，およびそれらへの取り組みの積極性

・担当者の発表内容に基づく議論への積極性と貢献度

備考・関連URL

各自の取り組みや課題に対するフィードバックは，授業内で行う．



授業科目名：

生態モデリング特論

担当教員名：

横沢 正幸

授業の概要

生態系の時空間動態や環境変化に対して系がどのように応答するかを解析するために利用されるモデリング

の諸技法について解説する。生態系を構成する要素間および環境との相互作用、そして系として表出する振る舞

いについて、素過程やデータに内包する不確実性を考慮しながらモデルを構成して解析する際に基本となる確

率・統計的な手法（ベイズ推論、モンテカルロ法、データ同化など）について解説する。また最新の研究トピッ

クからモデリングと解析の具体例についても解説する。

授業の到達目標

・統計モデリングの基礎を理解し具体的課題に適用できる。

・生態系における生物体と環境との相互作用過程が定量的に捉えられる。

Ad56-2, Ad56-3, Ad56-4, B56-1, B56-3, B56-4

授業計画

第１回：導入

統計モデリングの概要

第２回：ベイズ統計の基礎

ベイズの定理，事前・事後分布，尤度

第３回：モンテカルロ法の基礎

乱数、マルコフ過程、MCMC

第４回：状態空間モデル

システムモデル、観測モデル、グラフィカルモデル

第５回：フィルタリング

非線形フィルター、平滑化、拡大ベクトル

第６回：カルマンフィルター

ローカルレベルモデル、アンサンブルカルマンフィルター、粒子フィルター

第７回：応用例：植物群集動態モデル

植物群集の生産性推計に統計モデリングを応用した研究例を解説する。

第８回：応用例：生態系炭素循環モデル

陸域生態系における炭素循環過程の解明に統計モデリングを応用した研究例を解説する。

教科書

なし

参考文献

樋口知之「予測に生かす統計モデリングの基本」講談社（2800円），その他、適宜講義内で紹介する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回講義の要点、コメントを書いてもらい理解度を評価する。

備考・関連URL

各回講義の始めに前回のコメント、質問についてフィードバックを行う。



授業科目名：

ソーシャルワーク特論

担当教員名：

岩崎 香

授業の概要

主要なソーシャルワーク理論に関する考察を深め、実践に関する実証研究のあり方を学ぶことを目的とする。

まず、ソーシャルワーク理論の歴史を概観し、主要なソーシャルワーク理論について学ぶ。その上で近年のソ

ーシャルワーク実践に関する実証研究の方法論の動向を理解し、理論と実践のあり方、現状について考察する。

授業の到達目標

・ソーシャルワーク理論と実践、研究をめぐる歴史的な状況を理解する。（C5-1)

・社会福祉領域の実践と研究の循環の社会的意義を学び、実証研究の必要性及び社会的貢献に対する理解を深める。

（F56-1)

授業計画

第１回：オリエンテーション／本講義の目的と概要に関する説明を行う。

第２回：ソーシャルワークの実践理論入門／ソーシャルワークに関する理論と実践、研究方法に関する歴史的な

状況を理解する。

第３回：代表的なソーシャルワークの実践理論／古典的な理論からエコロジカル・アプローチまでについて理解

する。

第４回：近年のソーシャルワークの実践理論／エコロジカル・アプローチ以降の近年のソーシャルワーク理論

（エンパワーメント・アプローチ、ナラティブ・アプローチ他）を学ぶ。

第５回：高齢者領域のソーシャルワーク／近年注目されている理論や研究方法を活用した論文を取り上げ、研究

方法、倫理、実践への貢献等の視点からディスカッションを行う。

第６回：障害者領域のソーシャルワーク／近年注目されている理論や研究方法を活用した論文を取り上げ、研究

方法、倫理、実践への貢献等の視点からディスカッションを行う。

第７回：児童領域や貧困に関するソーシャルワーク／近年注目されている理論や研究方法を活用した論文を取

り上げ、研究方法、倫理、実践への貢献等の視点からディスカッションを行う。

第８回：今後のソーシャルワーク実践と研究について／社会福祉の研究と実践が循環することの意義に関して

ディスカッションを通して理解を深める。

教科書

なし

参考文献

授業の中で提示

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートで評価。授業内容を理解し、自分なりの視点で課題に取り組めているかどうか、

論述の構成がしっかりしているかどうかに重点を置く。

平常点評価 50％ 授業における発言、プレゼンテーション、リアクションペーパー等の内容でその理解度を

評価する。

備考・関連URL

レポートへのフィードバックは最終授業で行う。



授業科目名：

体温・体液生理学特論

担当教員名：

永島 計

授業の概要

解剖から生理機能にいたるまでの自律神経についての知識を広めるとともに、最近の体温調節に関わる研究を

紹介していく。

授業の到達目標

・自律神経についての理解

・温熱的な快適性、温度感覚の脳機構について理解する

・最近の体温調節研究の流れを理解する

授業計画

第１回：温熱的快適性とはなにか？

第２回：温熱的快適性の脳機構？

第３回：行動性体温調節について、その１

第４回：行動性体温調節について、その２

第５回：温熱的快適性に関する研究方法について

第６回：最近の文献紹介、その１

第７回：最近の文献紹介、その１

第８回：研究室での研究の紹介

教科書

適時、文献を紹介し、プリントを配布する

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 100％ 毎回、講義後にレポートを課し評価を行う

備考・関連URL



授業科目名：

大気環境科学特論

担当教員名：

松本 淳

授業の概要

大気環境科学の基礎概念のうち、特にラジカル種が関与する大気化学反応について対流圏オゾンを中心に講義

する。1970年代以降対策が強化されているものの、対流圏オゾンは近年も増加傾向を示している。オゾンの前駆

体である窒素酸化物と揮発性有機化合物、連鎖反応にて重要なラジカル種、の挙動や測定法を知り、ごくわずか

しか存在しない微量成分が重要な影響を及ぼしている大気環境問題を考える。［Atmospheric Environmental

Sciences］

授業の到達目標

・対流圏における大気微量成分の挙動に関する基礎理論を理解できるようになる(B56-3)

・最近の大気化学の研究動向を知る(C5-1)

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。

第２回：大気化学反応の基礎 ／ 気体成分の量と単位、気体分子反応論、大気ラジカル。

第３回：対流圏オゾン ／ ラジカル連鎖反応、オゾン生成機構、対流圏オゾンによる環境問題の概説。

第４回：大気中の窒素酸化物 ／ 種類、発生源、対流圏における反応、大気からの消失、夜間の大気化学。

第５回：揮発性有機化合物 ／ 種類、発生源、対流圏における反応、大気からの消失、夜間の大気化学。

第６回：大気微量成分の測定法 ／ オゾン、窒素酸化物、揮発性有機化合物、大気ラジカル。

第７回：最近の大気質診断法 ／ オゾン生成能、ラジカル反応性としての包括測定。

第８回：本講義の補足とまとめ ／ 担当教員による大気化学研究例の紹介、最近の研究動向、関連する話題（例：

PM2.5）、等。

教科書

事前学習を含めて、大気環境化学の基礎事項を理解するために、指定する：

・松本淳「はじめての大気環境化学」（コロナ社）

参考文献

講義において随時紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 各自が資料・文献等を調査した成果を要約し報告するレポートを評価する。講義内容に基

づいて基礎理論や文献の内容・目的を正しく理解しているか、およびそれらをわかりやす

く報告できるか、等を評価の対象とする。

平常点評価 50％ 毎回の授業時に実施する「練習問題」等により、理解度を評価する。

備考・関連URL

【課題等に対するフィードバックについて】

毎回の練習問題等については、翌週以降の講義時間内に解説する。

最終レポートの解説や授業全体の講評は、最終授業の時間内に実施する。



授業科目名：

地域資源特論

担当教員名：

柏 雅之

授業の概要

（１）地域問題のメカニズムについて現代資本主義の特徴をベースにしながら学んでいく。特に地域間間の格差

問題について発生のメカニズムと解決のあり方について学ぶ。そののち、地域創生の論理について学ぶ。

（２）日本と世界の食料・農村に関する諸問題について学んでいく。海外ではEU（欧州連合）の制度改革の意義

と展望を学びながら、わが国が学びえるものを理解する。食料に関しては、フードシステム論、世界食料

危機論などを学ぶ。農山村再生に関しては、地域経営体やローカル・ガバナンスを学ぶ。そして最後に日

本農業・農村再生の論理と政策システムのあり方について理解する。

授業の到達目標

①地域問題のメカニズムと地域創生の論理と実践、②世界の食料危機問題、③「食」の安全・安心の問題とフー

ドシステム、④日本と世界の農村問題についての構造を理解することができる（Ｂ56-1）（Ｂ56-4）（Ｃ6-1）（Ｄ

56-1）。

授業計画

第１回：地域間格差問題

地域間の格差問題のメカニズムを現代資本主義の特質をもとに学ぶ

第２回：地域創生の論理

地域創生のあり方に関する論理を日欧の比較を通して学ぶ

第３回：世界食料問題の構図

世界の食料問題を考える

第４回：世界は飢えるのか？

食料問題をめぐる楽観論と悲観論

第５回：ＷＴＯと各国農業・農業政策

世界の農業農村政策の潮流

第６回：ＥＵから学びえるもの

EU共通農政改革から学びえるもの

第７回：農業と地域・地球環境との連関

農業と環境問題

第８回：今後の展望を考える

農業環境政策の意義と展望

教科書

とくには指定しない。

参考文献

柏 雅之『現代中山間地域農業論』御茶の水書房、1994年。

柏 雅之『条件不利地域再生の論理と政策』農林統計協会、2002年。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 簡単なレポートを最後に提出してもらう。

平常点評価 50％ 平常点による評価

備考・関連URL



授業科目名：

調査企画・設計特論

担当教員名：

佐藤 香

授業の概要

本講義では、まず社会調査の種類やそれぞれの特徴について学習する。そのうえで各人の興味・関心に即した

調査テーマを参考にしつつ、どのような調査方法を選択すべきかを検討する。さらに、ＫＪ法をもちいて仮説を

構築し、その仮説にもとづいた質的調査（インタビュー調査）の企画・設計をおこない、実際に調査を実施する。

収集した調査データを整理し、レポートにまとめる。以上の一連の作業を通じて、調査研究に役立つスキルを習

得する。

授業の到達目標

（１）社会調査の目的とその目的に応じた調査のタイプについて知っている。

（２）社会調査の流れ（手順）について理解している。

（３）インタビュー調査の実施における留意点（研究倫理・個人情報保護など）を十分に理解する。

授業計画

第１回：調査の企画に向けて（イントロダクション）

ガイダンス・社会調査の有効性・母集団

第２回：調査の種類：質的調査と量的調査

さまざまな調査方法・質的調査の種類・量的調査の方法

第３回：問題関心を可視化する（１）ＫＪ法とは何か

第４回：問題関心を可視化する（２）ＫＪ法のラベル作り

第５回：問題関心を可視化する（３）ＫＪ法のグルーピング

第６回：問題関心を可視化する（４）ＫＪ法のＡ型図解

第７回：インタビュー調査を企画する

インタビュー調査に適した問題を選択する・フィールドについての情報を整理する

第８回：インタビューシートを作成する

聞きたいことを整理する・対象者を決定する

第９回：インタビュー調査を実施する（１）

第10回：インタビュー調査を実施する（２）

第11回：インタビュー調査を実施する（３）

第12回：インタビューデータを整理・分析する（１）

第13回：インタビューデータを整理・分析する（２）

第14回：インタビューデータを整理・分析する（３）

第15回：レポート報告会

教科書

佐藤健二・山田一成編著『社会調査論』八千代出版

参考文献

山田一成『聞き方の技術』日本経済新聞出版社

豊田秀樹『調査法講義』朝倉出版

飽戸弘『社会調査ハンドブック』日本経済新聞社

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 学期末のレポートで評価する。

平常点評価 40％ 出席点と毎回の授業態度、各自の調査実行状況で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

動物生態学特論

担当教員名：

三浦 慎悟

授業の概要

人間は野生動物との間に壮大な関係史を築いてきた。人間と動物の間には２つの時間が流れている。歴史と進

化である。人間と動物との関係史は平面的なものではなく、人間が動物との相互作用のなかで、それぞれの動物

がもつ、進化によって形成されてきた生態的特徴や生活史特性を発見し、そのことに利点を見出し、利用してき

た歴史にほかならなない。その関係史を動物たちの生態的な特徴を吟味しつつ、たどってみる。

授業の到達目標

人間と動物の関係史を生態学、考古学、民俗学の視点から再評価し、その基本的な関係を把握できる（B56－

１、B56－３、B56－４、C６－１、C６－２、D56－１）。

授業計画

第１回：授業の目的と概要、及びイントロダクション（メガファウナの絶滅）

第２回：農耕と家畜化

第３回：ミルクと搾乳の起源

第４回：毛皮資源の収奪

第５回：キリスト教と動物

第６回：クジラ漁から始まる近代ヨーロッパ

第７回：北米大陸の開拓と野生動物

第８回：哺乳類はなぜ哺乳類なのか

教科書

随時配布する

参考文献

三浦慎悟2016『歴史動物学』東大出版会

成績評価方法

平常点評価 100％ 一連の授業プログラムと課題の累積的な達成であるため出席回数による。

備考・関連URL



授業科目名：

都市社会学特論

担当教員名：

臼井 恒夫

授業の概要

今日の第３世界において、都市化とグローバリゼーションの進展は、都市のあり方や都市住民の生活にどのよ

うな影響を及ぼしているのであろうか。この授業では、アジアの都市を事例としてとりあげながら、都市化の現

状と都市問題の様相について検討を進めていく。

受講生は、毎回の授業の中でテキストの報告を分担しながら、そこでとりあげられた都市やトピックについて

の解説と問題提起を行うことが求められる。

授業の到達目標

（１）今日の第３世界における都市化の様相や特徴について理解する。

（２）大都市問題のテーマとして重視されている「貧困問題」や「環境問題」についての知識を身につける。

（３）雇用や環境問題をめぐる都市住民の行動や参画の有効性と限界を明らかにし、その可能性を広げるための

方途について考察することができる。

（４）途上国の都市行政と都市政策の現状とその課題について知ることができる。

授業計画

第１回：オリエンテーション／本講義の目的と概要について解説しながら、次回以降の報告者の分担と報告のた

めの準備について説明します。

第２回：The Third World City／(1)第３世界の都市化と都市成長の様相について考察を加えていきます。

第３回：The Third World City／(2)第３世界の植民地化と独立後の国家形成という歴史的背景のもとで、都市

形成の要因について考察を進めていきます。

第４回：Urbanization,Developmennt,and Economic Eficiency／(1)都市への人口集中と経済効率の関係につい

て検討を進めていきます。

第５回：Urbanization,Developmennt,and Economic Efficiency／(2）同上

第６回：Job Creation Needs in Third World Cities／(1)都市の産業や雇用の面から、都市住民の所得格差や

貧困問題について考えていきます。

第７回：Job Creation Needs in Third World Cities／(2)同上

第８回：Third World Urbanization, Migration, and Family Adaptation／都市への移住とそれにともなう家族

の適応戦略について考えていきます。

教科書

J. D. Kasarda, A.M.Parnell (eds), Third World Cities, Sage, 1993.

本書をテキストとして使用しますが、こちらで資料を用意しますので、受講生各自が事前に用意する必要はあ

りません。

参考文献

関連する参考文献は適宜、授業の中で提示します。

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ 授業期間中の1～2回程度のレポートで評価します。

平常点評価 40％ 授業における報告と授業態度で評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

Topics in Communication Technologies and

Intercultural Communication

担当教員名：

スコット ダグラス、西村 昭治

授業の概要

This course will examine topics related to the impact of using technology to communicate with people

from other cultures. We will focus on communications between Japanese and Americans, although examples

from other cultures are welcome. While there may be one or two lectures, students will typically read

one or more articles related to the daily topic, write a summary/reflection paper on the artcle’s contents

before class, and discuss those issues in class. The pedagogical emphsis of this class is for students

to actively engage in the learning process to better link the course content to their own areas of interest.

This class--including lectures, discussions, assignments, and exams--will take place in English.

Students should be prepared to work in an all-English environment. Students should have an English

proficiency score equal to or greater than the following:

IELTS = 6.0

TOEFL Paper = 550

TOEFL Computer = 213

TOEFL Internet = 80

TOEIC = 670 (includes “Speaking and Writing” and “Listening and Reading”)

授業の到達目標

Analyze and discuss issues related to the use of communication technologies to facilitate intercultural

communication.

授業計画

第１回：Introduction

第２回：Discuss article, review homework

第３回：Discuss article, review homework

第４回：Discuss article, review homework

第５回：Discuss article, review homework

第６回：Discuss article, review homework

第７回：Discuss article, review homework

第８回：Conclusion

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ Homework, possible final paper

平常点評価 60％ Attendance, participation

備考・関連URL



授業科目名：

ナラティブ臨床研究法特論

担当教員名：

辻内 琢也

授業の概要

Narrative Based Medicine（NBM；物語りと対話に基づく医療）の研究面を学ぶ。NBMの創始者であるブライア

ン･ハーウィッツ（Brian Hurwitz）、トリシャ･グリーンハル（Trisha Greenhalgh）らの著書『ナラティブ・ベ

イスト・メディスンの臨床研究（Narrative Research in Health and Illness）』の掲載論文を題材にした輪読

を通して、ナラティブの観点から行われたさまざまな実践的な研究に焦点をあて、現実を構成する多次元的なナ

ラティブを研究対象とする実践的方法を学ぶ。最終的には、自身の修士論文研究テーマに即したナラティブ研究

アプローチを企画立案することを目的とする。

基礎的知識については、ボトムアップ理解を深めるためグループ学習および発表形式をとる。そのため授業時

間外のグループ・ホームワークを課題として提示する。授業期間開始前に指定教科書の読了を推奨する。

授業の到達目標

・「病い・障害・苦悩の語り」をめぐるインタビュー・データの収集・分析ができる。

（Ad56-1、Ad56-2、Ad56-3、Ad56-4、B56-1、B56-3、C5-1、D56-1）

授業計画

第１回：Narrative Based Medicine概論（講義）

第２回：戦士から犠牲者へ－SARS流行における医師たちの報告（輪読）

第３回：臨床世界における実演的なナラティブ（輪読）

第４回：DIPEｘプロジェクト－病いと医療の個人体験を集める（輪読）

第５回：終末期医療におけるスピリチュアリティと宗教のナラティブ（輪読）

第６回：専門家の誤りを資す－揺さぶられっこ症候群における両親への弁護（輪読）

第７回：研究のストーリーライン－系統的レビューへのメタ物語的アプローチ（輪読）

第８回：ナラティブ研究計画の立案

教科書

ブライアン･ハーウィッツ、トリシャ･グリーンハル、ヴィーダ･スカルタンス著、斎藤清二･岸本寛史･宮田靖

志監訳『ナラティブ・ベイスト・メディスンの臨床研究』金剛出版、2009

Brian Hurwitz, Trisha Greenhalgh, Vieda Skultans: Narrative Research in Health and Illness. BMJ Books,

2004

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 授業終了時にレポートを課す。

平常点評価 50％ 輪読文献のまとめと発表など、授業への貢献度を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

人間環境変遷特論

担当教員名：

井内 美郎

授業の概要

地球規模環境問題の自然科学的側面の例として水収支を取り上げる。記録の指標として湖水面高度を取り上

げ、その変動について研究の現状、日本での研究例について、現在進行中の研究も例にとりあげながら講義を展

開する。

授業の到達目標

・地球規模気候変動に関する様々な要因を考慮して、日本列島の水収支についての議論が可能となる。

授業計画

第１回：水収支指標としての湖水面高度

第２回：湖水面高度推定法

第３回：世界の湖水面変動研究

第４回：湖水面高度を変動させるもの

第５回：野尻湖における湖水面変動の証拠

第６回：湖水面変動史に年代目盛りを入れる

第７回：なぜ湖水面高度が昇降を繰り返したか

第８回：なぜ寒冷期に湖水面が上昇するのか

教科書

特に指定しない

参考文献

適宜紹介する

成績評価方法

試 験 60％ 到達度の確認の満点を60点とする

平常点評価 40％ 毎回小テストを実施する

備考・関連URL

開講回数の１／３以上欠席の場合、成績評価は行わない。

適宜課す課題のフィードバックは、次回の講義の最初におこなう。



授業科目名：

人間生体機能動態学特論

担当教員名：

宮崎 正己

授業の概要

人間の基本的な事柄について言及をしていく。特に、健康に関する問題の認識把握をおこなう。

授業の到達目標

・本授業を通して、人間の生体の深淵なる側面を理解してもらうことが、到達目標である。

授業計画

第１回：オリエンテーション。人間生体機能動態学とは。論文検索の方法についての実習。

第２回：人間は、未知なるものに関する論文検索

第３回：人間の生理学的特性に関する論文輪読

第４回：人間の快適性とに関する論文輪読

第５回：人間と周りを支える環境に関する論文輪読

第６回：人間と労働に関する論文輪読

第７回：人間の疲労に関する論文輪読

第８回：人間とは、何ぞや。

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 到達度の確認は、実施しない。

レ ポ ー ト 20％ 数回、提出する。

平常点評価 80％ 出席による。

そ の 他 その他

備考・関連URL



授業科目名：

認知神経科学特論

担当教員名：

大須 理英子

授業の概要

認知神経科学の研究動向を、工学・医学などの周辺分野との関わり、そして、社会、産業との関わりの中で解

説する。行動実験、脳機能イメージング、計算機シミュレーションなどを組み合わせた計算神経科学、医療応用

としてのニューロリハビリテーションやブレインマシンインターフェース、ニューロフィードバック、産業応用

としてのニューロマーケティングなどを順次紹介する。

授業の到達目標

計算神経科学の考え方を理解する。

神経科学の応用例についての知識を得る。

神経倫理で議論されている問題を理解する。

授業計画

第１回：ガイダンス

第２回：計算神経科学と脳機能イメージング

第３回：脳の可塑性と学習

第４回：ブレイン・マシン・インターフェース

第５回：ニューロリハビリテーション

第６回：ニューロフィードバックと神経倫理

第７回：ニューロマーケティング

第８回：まとめと到達度の確認

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 30％ 第8回の授業時間中に到達度を確認する筆記テストを実施します。

授業の理解度を評価します。

レ ポ ー ト 70％ トピックの区切りに小テストもしくは小レポートを課します。

授業の理解度を評価します。

備考・関連URL

外部講師などの関係で、授業のテーマおよび順序が変更になる場合があります。

小テストや小レポート後の授業で全体に対するフィードバックを行います。



授業科目名：

認知心理学特論

担当教員名：

杉森 絵里子

授業の概要

認知心理学の分野で扱われている「視覚・感性認知」「注意」「記憶（ワーキングメモリ）」「言語理解」「意思

決定」「認知と感情」「社会的・文化的認知」について、基本的な知識を学んだ後、具体的に最新の研究論文を読

んで発表する機会を設ける。関連領域とのかかわり、日常生活への応用可能性、現時点での限界、限界を解決す

るための方法について考え、議論し、自己と他者を科学的に理解しようとする姿勢を持つ機会を設ける。

授業の到達目標

・学術論文を講読できる（Aa5-1, Ac5-1）

・認知心理学研究の現時点での限界について適切な表現方法で意見を交わすことができる（E56-2,F56-2）

・日常生活への応用可能性について提案できる（D56-2）

授業計画

第１回：授業の進め方・視覚感性認知

第２回：注意

第３回：記憶

第４回：言語理解

第５回：意思決定

第６回：認知と感情

第７回：社会的・文化的認知

第８回：まとめ

教科書

使用しません。

参考文献

箱田 裕司・都築 誉史・川畑 秀明・萩原 滋 (2010) 認知心理学(New Liberal Arts Selection) 有斐閣

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 興味のあるトピックに最新論文を読んでまとめる。

平常点評価 50％ 授業中の発表を重視します。

備考・関連URL



授業科目名：

発達行動学特論

担当教員名：

根ケ山 光一

授業の概要

発達を「行動」という生命現象から理解するという発達行動学において、親子の親和的・反発的相互作用やそ

の発達的変化は重要である。とくに反発性の側面は、従来見過ごされてきたが、親子の相互自律性の発達を理解

するうえにおいて欠くことのできない観点である。また親子は周囲のモノやヒト、及びそれが組み合わさったシ

クミ（施設・制度）からなるシステムの中に位置付いており、そういった複合的なアロケア（アロマザリング）

システムとどのような関係を構築しつつ発達するかも重要な論点である。本講義では、こういった子どもの自立

発達について、とくに「子別れ」の観点から論じる。なお、本講義は教室での講義とオンデマンドとを交互に行

うハイブリッド型とする。

授業の到達目標

・人間発達に関して基礎研究を実践に活かすことができる（C６－１）

・親子を巡る社会問題に対して自らの立場から主張できる（E56－１、F56－１、G36－５）

授業計画

第１回：オリエンテーション

概要説明

第２回：オンデマンド１

「離れつつ保護する」１（反発性）

第３回：教室授業１

「離れつつ保護する」２（子別れ）

第４回：オンデマンド2

「子別れのプロセス」１（離乳）

第５回：教室授業2

「子別れのプロセス」２（子どもの能動性と自立）

第６回：オンデマンド3

「子どものメッセージを読み取る・ほどよい隔たりとは何か」１（抱き，哺乳）

第７回：教室授業3

「子どものメッセージを読み取る・ほどよい隔たりとは何か」２（アロケア）

第８回：総合討論

「子どものからだと危機管理」および総復習（到達度の確認を含む）

教科書

根ヶ山光一「＜子別れ＞としての子育て」NHK出版

参考文献

適宜指示

成績評価方法

平常点評価 80％ 討論への参加度、問題意識の高さ

そ の 他 20％ 出席状況

備考・関連URL

Course N@viのお知らせ機能などでフィードバックを行うhttps：//sites.google.com/site/negayamawsd/



授業科目名：

発達動機づけ特論

担当教員名：

外山 紀子

授業の概要

乳児期から児童期までの各時期において、環境（他者やモノ）による支えられながら、子どもが動機づけをも

ち知識を獲得していく過程を解説する。

授業の到達目標

・発達の各時期に即した学びの特徴、動機づけを支える環境の役割を理解する。

授業計画

第１回：研究紹介(1)

第２回：研究紹介(2)

第３回：研究紹介(3)

第４回：研究紹介(4)

第５回：研究紹介(5)

第６回：研究紹介(6)

第７回：受講者の研究発表

第８回：総括、フィードバック

教科書

特に指定しない。

参考文献

随時紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 最終レポートを評価する。

平常点評価 50％ コメントカードと、授業への参加度、意欲を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

ヒューマンコンピュータインタラクション特論

担当教員名：

金 群

授業の概要

ヒューマンコンピュータインタラクション（HCI）とは、従来のソフトウェア工学的アプローチに加え、シス

テム利用者である人間のふるまいを考慮した学際的な視野に立って、人間とコンピュータとの相互作用について

研究する学問である。授業では、人間中心という基本理念をもとに、HCI に関する理論と実践について学び、ユ

ーザインタフェースを含む情報システムのデザインと開発・評価手法を習得する。さらに、HCI に関する展望と

最新発展動向を紹介し、今後の学習の指針を与える。

授業の到達目標

・ヒューマンコンピュータインタラクションに関する最新知識および情報システム学やソフトウェア工学の人間

的、社会的な側面を正しく理解することができる。

・学際的な視点からユーザインタフェースを含む情報システムの設計・開発・応用・評価を行うことができる。

【中目標 No.】 B56-3, B56-4, C5-1, D56-2, E56-2, E56-1

授業計画

第１回：イントロダクション（授業の概要と進め方）・HCIの基本的コンセプト

第２回：Human-Centric Computingの理念

第３回：インタラクションデザイン

第４回：HCIのためのタスク分析

第５回：事例分析１（Life Log：人間的・社会的側面）

第６回：社会ネットワーク分析

第７回：データマイニングとパタン抽出

第８回：人間情報行動分析

第９回：さりげない情報行動とEye-Tracking

第10回：事例分析２（Life Log：技術的側面）

第11回：統一ユーザモデリング（Unified User Modeling）

第12回：統合エコ情報環境（Ecologically Integrated Information Environments）

第13回：未来Smart Life：コンセプト、デザイン、HCIとシナリオ

第14回：HCIの最新発展動向と今後の展望：ユビキタスユーザモデリングとパーベイシブHCI

第15回：応用シナリオ（Life Log：ユビキタスヘルスサービスの実現に向けて）

教科書

とくに指定しない

参考文献

授業中に紹介する

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 中間レポート（２回、20％×２）：授業内容に対する理解度、分析と考察内容

期末レポート（30％）：授業内容に対する理解度、応用の適切さと考察内容

平常点評価 30％ 出席状況、授業中での発言、授業中の小レポートなどを総合して評価する

備考・関連URL

第5、10と15回目の授業でこれまでの授業内容に関しての質問や課題などに対するフィードバックを行う。



授業科目名：

表象文化論特論

担当教員名：

中村 要

授業の概要

フランスおよびフランス語圏を対象とする地域文化研究の一環として、フランスの表象文化について歴史的展

望を行なう。人間を取り巻くさまざまな表象を分析することにより、文化の多様な様態を明らかにする。日本文

化との比較、異文化接触の問題も視野に入れる。

主な研究課題：フランスの特殊性と普遍性、表象と共同体、他者との共生、ヨーロッパの現在。

授業の到達目標

・表象文化研究についての理解を深めることができる。（B56-3,C6-1,C62、E56-2)

授業計画

第１回：授業のオリエンテーション。

第２回：表象文化研究の歴史的展望（１）。ディスカッション。

第３回：表象文化研究の歴史的展望（２）。ディスカッション。

第４回：表象文化研究の歴史的展望（３）。ディスカッション。

第５回：表象文化研究の歴史的展望（４）。ディスカッション。

第６回：表象文化研究の歴史的展望（５）。ディスカッション。

第７回：学生による表象文化研究に関する発表。ディスカッション。

第８回：学生による表象文化研究に関する発表。ディスカッション。

教科書

なし

参考文献

授業の中で紹介する

成績評価方法

平常点評価 50％ 授業への参加、貢献度等を総合的に評価

そ の 他 50％ 口答発表と提出物等を総合的に評価

備考・関連URL



授業科目名：

福祉サービス･支援評価法

担当教員名：

岩崎 香、植村 尚史、田中 英樹

授業の概要

近年、福祉サービスを提供した結果、その成果について明確に提示することが求められている。しかしながら、

福祉専門職のクライエントへの関わりは多様であり、個別的な側面を持っているために評価が難しいと言われて

いる。開発されている評価方法は様々であるが、その中のひとつである質的研究法を取り上げながら、実践現場

のリアリティをどう表現するかということに関して学ぶ。

授業の到達目標

・社会福祉実践の現状や成果を表現し、評価する。（F56-2)

・代表的な方法の一つである質的研究に関する知識を獲得し、理解を深める。（B56-3）

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明を行う。

第２回：社会福祉実践における実証研究の意義／効果測定の一方法としての質的研究の位置づけとその意義に

ついて学ぶ。

第３回：質的研究法(1)個別インタビュー／質的データを得るためにもっとも多用されている個別インタビュー

の方法、データの分析等について学ぶ。

第４回：質的研究法(2)グループ・インタビュー／フォーカスグループインタビューを中心に、インタビューの

方法、データの分析等について学ぶ。

第５回：質的研究法(3)その他の質的調査法／内容分析やナラティブアプローチ、テキストマイニングによる分

析などについて学ぶ。

第６回：質的研究による社会福祉実践の評価実例①インタビュー調査例／インタビューデータを分析して作成

した論文を用い、インタビュー調査に関して検討を加える。

第７回：質的研究による社会福祉実践の評価実例②アクションリサーチ等参加型研究例／アクションリサーチ

に関する論文を分析して作成した論文を用い、インタビュー調査に関して検討を加える。

第８回：まとめ／質的研究の可能性と限界について検討を行う。

教科書

なし

参考文献

授業の中で提示

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートで評価。授業内容を理解し、自分なりの視点で課題に取り組めているかどうか、

論述の構成がしっかりしているかどうかに重点を置く。

平常点評価 50％ 授業における発言、プレゼンテーション、リアクションペーパー等の内容でその理解度を

評価する。

備考・関連URL

レポートへのフィードバックは最終授業で行う。



授業科目名：

文化人類学の理論と方法

担当教員名：

竹中 宏子、里見 龍樹、原 知章

授業の概要

本授業は、文化人類学において著名な論文やエスノグラフィを読み（和文・英文）、人類学的研究の意義と限

界を考察することを目的としている。文献のトピックは主に、文化概念、文化の記述および翻訳、フィールドワ

ーク、人類学の下位分野（宗教人類学、開発人類学、都市人類学など）などである。文化人類学は 19 世紀末に

学問として確立した分野であるが、それ以前の世界史や 21 世紀以降の社会の変遷を視野に入れながら、また、

隣接科学との関連性も考慮しながら議論を重ね、考察につなげたい。

授業の到達目標

・文化人類学を大学院レベルで総合的に理解し、文化および社会現象の分析における人類学的視座の意義を考察

することができる（B56－３）

・文化人類学の理論や方法を自らの専門性と関連付けて応用または援用することができる（C６－１）

授業計画

第１回：ガイダンス（授業の目的と概要）

第２回：民族誌を読む（１）：文化人類学の古典的文献とその読み込み

第３回：民族誌を読む（２）：文化人類学の発展期の文献とその読み込み

第４回：近代民族誌に関する課題と展開 －ディスカッション

第５回：民族誌を読む（３）：近代民族誌の文献とその読み込み

第６回：民族誌を読む（４）：グローバリゼーションと文化人類学

第７回：文化批判以降の民族誌に関する課題と展開 －ディスカッション

第８回：まとめ（人間科学における文化人類学を考える）

教科書

担当教員から、事前に、または初回の授業で知らせるので注意されたい。

参考文献

授業中に適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートの内容

平常点評価 50％ 授業に臨む態度（授業準備、授業中の発言内容や頻度、など）

備考・関連URL

最終授業で全体に対するフィードバックを行なう。



授業科目名：

分子神経科学特論

担当教員名：

榊原 伸一

授業の概要

神経系は生物の行動を効率的に行うために外界からの情報を伝達、処理するために発達したシステムであり、

人間の生理現象や行動をコントロールする重要な器官である。しかしその形成される過程や発達後に維持される

メカニズムはまだわからないことが多いのが現状である。本講義では脳や脊髄の構築を概観し、さらにその発生

過程を分子レベル、細胞レベル、組織レベルの各レベルから多面的に理解することを目指す。また各自の興味を

持つ神経科学に関するトピックスについてプレゼンテーションを行うとともに、代表的ないくつかの研究論文

（英語）を輪読することによって、教科書や講義では得られないより深い理解を目指す。

授業の到達目標

・神経系の構造と各部の働きを遺伝子発現、分子動態から理解できる。

・神経系の形成過程を理解する。

・神経回路の分子的基盤を理解する。

・神経科学の最新の知見を理解できる。

授業計画

第１回：受講ガイダンス

第２回：神経発生に関係する遺伝子群

第３回：胎児期の神経発生過程のメカニズム

第４回：生後、成体のの神経発生過程のメカニズム

第５回：神経発生過程のメカニズム論文のプレゼンテーション

第６回：神経発生過程のメカニズムについての論文の討論 1回目

第７回：神経発生過程のメカニズムについての論文の討論 2回目

第８回：哺乳類神経発生関連分子についての総合討論

教科書

Principles of Neural Science, 5th ed. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM 著 McGraw-Hill, New York

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 内容の理解度により判定する

平常点評価 50％ 出席、プレゼンテーション、発言の積極性

備考・関連URL

Course N@viのお知らせ機能などを通じてフィードバックを行う。



授業科目名：

保健医療福祉文献検索評価法

担当教員名：

扇原 淳

授業の概要

疫学の基本的知識およびEvidence based Healthcareの考え方に加えて、多種多様な保健医療福祉情報を適切

に吟味し、利用する方法を学習する。

具体的には、保健・医療・福祉領域の課題をテーマとする学生自らが主体的に研究を推進できるように、PubMed、

医学中央雑誌をはじめとした保健医療福祉分野で使用頻度の高いデータベースやwebサイトの利活用法を学習す

る。さらに、修士論文作成に不可欠な体系的に文献をまとめる技術を身につける。

授業の到達目標

・保健医療福祉領域に関する研究を推進するために、各種データベースを用いた情報検索ができる。Ad56-1

・収集した学術論文や情報を批判的に吟味し、自らの研究に主体的に利活用できる。B56-2，B56-3，B56-4，F56-2

授業計画

第１回：オリエンテーション

オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します．事前学習：

課題資料の読了．

事後学習：レポート課題のまとめと提出．

第２回：学術論文の基本構成・研究デザイン

学術論文の基本構成／研究デザイン事前学習：課題資料の読了．

事後学習：BBS上への課題提出と討論．

第３回：文献レビューの概要

文献レビュー／文献検討／文献レビューの流れ／文献レビューで求められる習慣事前学習：課題資料の

読了．

事後学習：BBS上への課題提出と討論．

第４回：文献検索

探索的文献検索／系統的文献検索／文献選択基準／文献検索法／文献データベース／文献管理事前学

習：課題資料の読了．

事後学習：BBS上への課題提出と討論．

第５回：内容検討・文献統合

内容検討／要約表／文献統合事前学習：課題資料の読了．

事後学習：BBS上への課題提出と討論．

第６回：体系的文献レビュー実習

体系的文献レビュー実習事前学習：課題資料の読了．

事後学習：BBS上への課題提出と討論．

第７回：メタ・アナリシス実習

メタ・アナリシス実習事前学習：課題資料の読了．

事後学習：BBS上への課題提出と討論．

第８回：文献レビューのまとめ・報告

前2回の実習のまとめ・報告事前学習：実習のまとめと発表資料準備の完了．

事後学習：BBS上へのまとめの提出．

教科書

なし

参考文献

安部陽子翻訳, 看護研究のための文献レビュー, 医学書院, 2012

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ レポートによる評価

平常点評価 40％ 平常点による評価

備考・関連URL



授業科目名：

メディアリテラシー特論

担当教員名：

保﨑 則雄

授業の概要

受講生の当該領域の知識、経験に応じて、Media Literacy 研究、Media Communication, Language Communication

研究がどのように行われているのかということを理解する。 ML 育成の方法とカリキュラムの可能性を論文輪読

をし、実際のテレビ CM などを分析しつつ、研究課題としてのフォーマットにまとめることを試みる。また、具

体的な研究・実践活動として、生体情報データを扱うような視線運動分析、視聴調査、広告のdiscourse分析な

どの例を紹介しつつ、解釈学的な視点、評価分析の視点、さらに製作、創造的な視点を紹介する予定である。同

時にメディアを利用した言語教育というものも最新のトピックを中心に紹介する。

授業の到達目標

受講生は、Media Literacy, Media Communication、Language Communication の基本的な理解を踏まえて、研

究課題（メディア比較、メディアテキスト分析、映像分析、オーディエンス分析、教育・社会での評価、生産・

流通過程の分析、言語教育）を先行研究をもとに現実社会の問題として解決、解明することができるようになる。

受講生の人数にもよるが、プロジェクト遂行においては自分の考えを基盤とし、且つ、グループでの協働作業

を通してメディア研究を実践できるようになる。

授業計画

第１回：授業紹介（課題、評価などについて）

輪読用の論文の紹介と受講生の興味について意見交換をする

第２回：指定論文の口頭報告を行う

受講生が選んだ研究論文を読み、oral reportを行う

第３回：指定論文の口頭報告を行う

受講生が選んだ研究論文を読み、oral reportを行う

第４回：指定論文の口頭報告を行う

受講生が選んだ研究論文を読み、oral reportを行う

第５回：指定論文の口頭報告を行う

受講生が選んだ研究論文を読み、oral reportを行う

第６回：指定論文の口頭報告を行う

受講生が選んだ研究論文を読み、oral reportを行う

第７回：各自のプロジェクトの発表とディスカッション

第８回：各自のプロジェクトの発表とディスカッション

授業評価

教科書

No single textbook 特に指定せず

参考文献

Media Literacy：New Agendas in Communication Edited by Kathleen Tyner 2010 College of Communication

〝The Discourse of Advertising" 2nd ed.by Guy Cook 2001 ROUTLEDGE

Other articles (to be distributed in class)

成績評価方法

試 験 N.A. 該当せず

レ ポ ー ト 50％ Final paper レポート

平常点評価 30％ Attendance 出席

そ の 他 20％ Project presentation プロジェクトのプレゼンテーション

備考・関連URL



授業科目名：

予防医科学・応用生理学特論

担当教員名：

奥野 浩行、掛山 正心

授業の概要

予防医科学・応用生理学は、生命科学・医学の知見をもとに健康とは何かを、サイエンスの言葉で理解しよう

とする学問である。本特論では、予防医科学・応用生理学の知識を自身のなかで体系化することを目指す。一次

予防、二次予防、三次予防、そして０次予防の観点から、特に脳の健康をテーマとして、各分野の最新の動向を

概論する。なお、「入門」とは大学院レベルの入門であって、学部レベルの基礎知識を理解していることを前提

とする。

授業の到達目標

・予防医科学・応用生理学について、学部レベルの基礎知識を整理体系化する。

・解剖学、生理学、生化学、分子生物学、薬理学をもとにした生命科学の最新の情報を概括できる。

授業計画

第１回：ガイダンス：健康と健康からの逸脱

第２回：一次予防

第３回：二次予防

第４回：三次予防

第５回：０次予防（１）

第６回：０次予防（２）

第７回：健康と環境要因

第８回：健康と遺伝要因

教科書

演習中で指定する。

参考文献

演習中で指定する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 理解度、発言内容、積極性などを評価する

備考・関連URL

各回の内容に関して、受講者各自が事前に準備を行い、授業時間中に作業過程や結果などについて報告する。



授業科目名：

リハビリテーション工学特論

担当教員名：

村岡 慶裕

授業の概要

リハビリテーション工学は，心身に不自由を抱えている方のQOLの向上のために，本人とその家族，さらには

支援者を工学的に支援する学問である．メガネや杖などの身体の機能を補助する道具から，身体機能の改善を目

指すための治療機器や評価機器などに多岐にわたる．

本講義においては，障害関連の知識を習得しながら，様々な障害を生物学的側面も含めて学び，事例を通して，

様々な障害に対し，治療的，支援機器的，評価法的，社会的観点から工学的どのようにアプローチが成しうるか

を検討していく．最後の第8回の授業では，各自，本講義に関わる事例を一つ挙げ，その当事者が，その人らし

い暮らしに導くための支援手法を立案して発表する．

授業の到達目標

・障害に関連する知識を習得する．

・心身に障害を持つ方の生活における困難を理解する．

・心身に障害を持つ方のニーズを理解する．

・種々の症例に対し，工学的支援手法を立案できるようになる．

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要）／本講義の目的と概要について説明します．

第２回：肢体不自由の理解 肢体不自由とその支援についての事例の資料について，より良い支援方法などの検

討について討論を行います．

第３回：視覚障害の理解 視覚障害とその支援についての事例の資料について，より良い支援方法などの検討に

ついて討論を行います．

第４回：言語障害の理解 言語障害とその支援についての事例の資料について，より良い支援方法などの検討に

ついて討論を行います．

第５回：発達障害の理解 発達障害とその支援についての事例の資料について，より良い支援方法などの検討に

ついて討論を行います．

第６回：重複障害の理解 重複障害とその支援についての事例の資料について，より良い支援方法などの検討に

ついて討論を行います．

第７回：コンピュータ・アクセシビリティ コンピュータ・アクセシビリティ等について実例をあげて概説します．

第８回：まとめ・到達度の確認（発表） 各自，本講義に関わる事例を一つ挙げ，その当事者が，その人らしい

暮らしに導くための支援手法を立案して発表する．最後に本講義について総括します．

教科書

無し

参考文献

適宜配布

成績評価方法

試 験 25％ 第8回の発表およびディスカッションを到達度の確認とします．

レ ポ ー ト 25％ 第8回の発表のレジメをレポートとします．

平常点評価 50％ 各回の出席状況，討論への積極性について評価し，平常点とします．

備考・関連URL



授業科目名：

歴史学の理論と方法

担当教員名：

加藤 茂生、村上 公子

授業の概要

・過去とは何か、過去は正しく認識できるのか、歴史とは何か、など歴史哲学の基礎を学ぶ。

・様々な歴史学のアプローチ（社会史、思想史、文化史、比較史、アナール派、マルクス主義、言語論的転回、

ミクロヒストリー、ジェンダー史、ポストコロニアリズムなど）を学び、幅広く歴史学の方法の基礎を学ぶ。

授業の到達目標

・歴史学の理論の変遷及び多様化を知り、さらに歴史叙述の変化を知ることを通じて、歴史とは何か、また歴史

学の意義とは何かについて洗練された考察をすることができる。

・現在の歴史学の基本的な研究方法を知り、自分の研究に生かすことができる。

・歴史的考察を現代の政治的問題のアクチュアルな考察に生かすことができる。

中目標

C５－１

B56－３

F56－１

授業計画

第１回：ガイダンス、歴史学の歴史（担当：加藤茂生）

第２回：歴史とは何か（担当：加藤茂生）

第３回：歴史認識の諸問題、隣接科学との交流（歴史学と経済学、社会学、人類学）（担当：加藤茂生）

第４回：さまざまな歴史学（社会史、思想史、文化史、比較史）（担当：加藤茂生）

第５回：歴史のアクター（合理的アクター、階級、ジェンダー）（担当：村上公子）

第６回：ポストモダン歴史学（歴史と言語、脱構築、ニュー・ヒストリシズム）（担当：村上公子）

第７回：歴史学とポスト・コロニアリズム（担当：村上公子）

第８回：歴史学の未来（担当：村上公子）

教科書

ノーマン・J.ウィルソン『歴史学の未来へ』南塚信吾・木村真監訳（法政大学出版局、2011年）。

参考文献

授業時に指示する。

成績評価方法

平常点評価 100％ テキストの理解力、洞察力等で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

歴史人類学特論

担当教員名：

里見 龍樹

授業の概要

歴史人類学は、文化人類学に歴史学的な視点を取り入れた、比較的新しい研究分野・アプローチであり、伝統

的な文化人類学が、研究対象としての「文化」や「社会」を不変で固定的なものとしてとらえがちであったこと

への反省から提唱された。本講義では、歴史人類学成立の背景を踏まえた上で、参加者の関心に基づき、この分

野の重要文献から和文および英文の論文を選定し講読する。文献の批判的検討と議論への積極的参加を通じ、歴

史人類学を、自らの研究で活用できるアプローチとして習得してもらうことが本講義のねらいである。

授業の到達目標

・歴史人類学の研究史と近年の研究動向について説明することができる。（C5-1）

・学術的文献を批判的に読解することができる。（Ac6-3）

・歴史人類学の研究蓄積を、自らの研究実践に批判的に取り入れ、活用することができる。（B56-4、C6-2）

授業計画

第１回：ガイダンス

授業概要や到達目標、本講義の進め方などについて説明する。

第２回：歴史人類学の成立と展開 ―― 研究史の概観

歴史人類学が比較的新しい研究分野として成立した学説史的な背景について講義する。

第３回：文献講読（１）―― エスノヒストリー（日本語論文）

歴史人類学の主要なテーマである「エスノヒストリー」（人々の、ローカルな歴史体験や歴史認識）に

ついて、日本語論文の講読を通じて学ぶ。

第４回：文献講読（２）―― エスノヒストリー（英語論文）

歴史人類学の主要なテーマである「エスノヒストリー」（人々の、ローカルな歴史体験や歴史認識）に

ついて、英語論文の講読を通じて学ぶ。

第５回：文献講読（３）―― 植民地主義と文化（日本語論文）

歴史人類学という分野が成立した主要な背景でもある、植民地主義と文化および人類学の関係の問題に

ついて、日本語論文の講読を通じて学ぶ。

第６回：文献講読（４）―― 植民地主義と文化（英語論文）

歴史人類学という分野が成立した主要な背景でもある、植民地主義と文化および人類学の関係の問題に

ついて、英語論文の講読を通じて学ぶ。

第７回：文献講読（５）―― これからの歴史人類学へ

歴史人類学が今後どのような方向性をとりうるかについて、日本語または英語の文献の講読とディスカ

ッションを通じて考える。

第８回：まとめ

全体のまとめを行い、歴史人類学のこれまでとこれからについて考える。予習としてこれまでの授業の

総復習を求める。

教科書

特になし。

参考文献

授業時に紹介する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業参加への積極性、および授業時に課す課題の達成度を総合して評価する。

備考・関連URL

最終回に、授業全体に対する講評・フィードバックを行う。



授業科目名：

老化機構･加齢制御学特論

担当教員名：

千葉 卓哉

授業の概要

個体は必ず老いていき、やがて死にいたる。これまで多くの研究者が老化のメカニズムに関する学説を提唱し

てきた。それらについて解説し、最先端の研究における成果とその応用の可能性について講義する。世間にあふ

れているアンチエイジング関連製品の真偽についても解説し、科学的根拠に基づく思考力の養成およびその能力

を活用した問題解決力の形成を目指す。受講者各自に個別の課題を与え、その発表内容に対するディスカッショ

ン形式の講義もあわせて行う。本授業は、教室授業を基本とし、一部オンデマンド授業で実施します。

授業の到達目標

・老化・寿命に関する諸学説を理解する(B56-1, C6-1)。

・科学的根拠に基づくアンチエイジング医科学を理解する(B56-1, C6-1)。

・関連分野の問題解決・研究遂行に必要な理論の基礎を理解する(B56-1, C6-1)。

授業計画

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要）

本講義の目的と概要について説明します。配布資料の復習を求めます。（教室授業）

第２回：研究内容の概説

研究内容の概説を行います。書籍の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（教室授業）

第３回：輪読（論文紹介）と討論（初級）

輪読（論文紹介）と討論を行います。書籍等の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（オンデマンド授業）

第４回：輪読（論文紹介）と討論（準中級）

輪読（論文紹介）と討論を行います。書籍等の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（教室授業）

第５回：輪読（論文紹介）と討論（中級）

輪読（論文紹介）と討論を行います。書籍等の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（オンデマンド授業）

第６回：輪読（論文紹介）と討論（準上級）

輪読（論文紹介）と討論を行います。書籍等の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（教室授業）

第７回：輪読（論文紹介）と討論（上級）

輪読（論文紹介）と討論を行います。書籍等の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（オンデマンド授業）

第８回：まとめと総合討論

まとめと総合討論を行います。書籍等の事前読了による予習、および配布資料の復習を求めます。

（教室授業）

教科書

なし

参考文献

老化・寿命のサイエンス 実験医学別冊 羊土社

日本抗加齢医学会雑誌 メディカルレビュー社

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ 授業内容の理解度確認を行う。

論理的な文章作成能力を評価する。

平常点評価 80％ 授業参加への積極性を評価する。

備考・関連URL

Course N@viのお知らせ機能などを通じてフィードバックを行う。



授業科目名：

老年社会福祉学ゼミ（１） Ａ

担当教員名：

加瀬 裕子

授業の概要

Gerontological Social Work や Social Gerontology の基本的文献を講読し、高齢者の強さに依拠したストレ

ングス・モデルによるサービスや社会制度のあり方について考察するとともに、ケースワーク・グループワーク・

コミュニティーワークのいずれかを実際の現場で試行し、スーパービジョンの体験を実現する。

授業の到達目標

（１）ソーシャルワークの目的と方法について概要を述べることが出来るようになる。（C５－１）

（２）ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークのいずれかを応用できるようになることをめざす。

（D56－２）

授業計画

第１回：英語論文講読1

第２回：英語論文講読2

第３回：英語論文講読3

第４回：研究デザイン1

第５回：研究デザイン2

第６回：ソーシャルワークの歴史について

第７回：ソーシャルワークのモデルについて

第８回：高齢者福祉の実際について １－介護とソーシャルワーク－

第９回：高齢者福祉の実際について ２－地域づくりとソーシャルワーク－

第10回：高齢者福祉の実際について ３－多職種連携－

第11回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第12回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第13回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第14回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第15回：授業のまとめ

教科書

ゾフィア・ブトゥリム著「ソーシャルワークとは何か」相川書房 1986

加瀬裕子著「認知症ケアマネジメント-行動・心理症状に対処する技法」ワールドプランニング社 2016

参考文献

在宅ケア学会編「在宅ケア学3巻在宅ケアとチームアプローチ」ワールドプランニング社 2015

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートの意義・目的・論理展開が明確に記述されていること。

平常点評価 50％ 研究プロジェクト毎に行う発表を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

老年社会福祉学ゼミ（１） Ｂ

担当教員名：

加瀬 裕子

授業の概要

先行研究を検証して、修士論文の課題に関連した研究計画を策定する方法を学ぶ。

各自のテーマにあわせて、調査を進めると同時に互に研究の進展について報告・意見交換を行なう。

授業の到達目標

（１）質的研究方法・量的研究方法を理解し、学術論文を的確に評価できるようになる。（Ac６－１）

（２）研究目的にあわせた適切な研究方法を選択できるようになる。（C６－２）

授業計画

第１回：授業の進め方について

第２回：学会誌「老年社会科学」等に掲載された研究論文についての討論 １

第３回：学会誌「老年社会科学」等に掲載された研究論文についての討論 ２

第４回：学会誌「老年社会科学」等に掲載された研究論文についての討論 ３

第５回：学会誌「老年社会科学」等に掲載された研究論文についての討論 ４

第６回：学会誌「社会福祉学」等に掲載された研究論文についての討論 １

第７回：学会誌「社会福祉学」等に掲載された研究論文についての討論 ２

第８回：老年学における研究の動向についての討論

第９回：社会福祉学における研究の動向についての討論

第10回：論文の書き方について

第11回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第12回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第13回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第14回：ケースワーク・グループワーク・コミュニティーワークの実習

第15回：授業のまとめ

教科書

学会誌「老年社会科学」2010～2016

学会誌「社会福祉学」2010～2016

参考文献

ゾフィア・ブトゥリム著「ソーシャルワークとは何か」相川書房 1986

加瀬裕子著「認知症ケアマネジメント-行動・心理症状に対処する技法」ワールドプランニング社 2016

成績評価方法

平常点評価 100％ 先行研究の読み込み、明確で実現可能な研究計画の策定、テーマの創造性、演習への貢献。

備考・関連URL



授業科目名：

老年社会福祉学ゼミ（２） Ａ

担当教員名：

加瀬 裕子

授業の概要

先行研究を検証して、修士論文の課題に関連した研究計画を策定する方法を学ぶ。

各自のテーマにあわせて、調査を進めると同時に互に研究の進展について報告・意見交換を行なう。

授業の到達目標

（１）質的研究方法・量的研究方法を理解し、学術論文を的確に評価できるようになる。（Ac６－１）

（２）研究目的にあわせた適切な研究方法を選択できるようになる。（C６－２）

授業計画

第１回：授業の進め方について

第２回：量的研究方法について １ 各自が先行研究論文を題材にレポートする

第３回：量的研究方法について ２ 各自が先行研究論文を題材にレポートする

第４回：質的研究方法について １ 各自が先行研究論文を題材にレポートする

第５回：質的研究方法について ２ 各自が先行研究論文を題材にレポートする

第６回：質的研究方法について ３ 各自が先行研究論文を題材にレポートする

第７回：Evidence-based researchの方法について １

第８回：Evidence-based researchの方法について ２

第９回：倫理審査申請書の作成

第10回：各自で研究をデザインする １ 調査計画作成

第11回：各自で研究をデザインする ２ 調査依頼の方法・倫理

第12回：各自で研究をデザインする ３ 調査票作成

第13回：各自で研究をデザインする ４ 調査票作成

第14回：各自で研究をデザインする ６ 調査票作成

第15回：調査について報告

教科書

参考文献

ゾフィア・ブトゥリム著「ソーシャルワークとは何か」相川書房 1986

加瀬裕子著「認知症ケアマネジメント-行動・心理症状に対処する技法」ワールドプランニング社 2016

才木クレイグヒル滋子著「グランデッドセオリー・アプローチ-分析ワークブック-」日本看護協会出版会 2014

成績評価方法

平常点評価 100％ 先行研究の読み込み、明確で実現可能な研究計画の策定、テーマの創造性、演習への貢献。

備考・関連URL



授業科目名：

老年社会福祉学ゼミ（２） Ｂ

担当教員名：

加瀬 裕子

授業の概要

先行研究を検証して、修士論文の課題に関連したデータの収集と分析方法を学ぶ。

各自のテーマにあわせて、実証研究を進めると同時に互に研究の進展について報告・意見交換を行なう。

授業の到達目標

・質的研究方法・量的研究方法を体得し、研究目的にあわせた適切な研究を実施できるようになる。（B56－１）

授業計画

第１回：各自が収集したデータを資料として、解析ソフトSPSSの使用方法を学ぶ。１

第２回：各自が収集したデータを資料として、解析ソフトSPSSの使用方法を学ぶ。２

第３回：各自が収集したデータを資料として、解析ソフトSPSSの使用方法を学ぶ。３

第４回：各自が収集したデータを資料として、解析ソフトSPSSの使用方法を学ぶ。４

第５回：各自が収集したデータを資料として、質的分析方法を学ぶ。(演繹的方法）１

第６回：各自が収集したデータを資料として、質的分析方法を学ぶ。（帰納的方法）２

第７回：各自が収集したデータを資料として、質的分析方法を学ぶ。３

第８回：調査結果の考察 １

第９回：調査結果の考察 ２

第10回：調査結果の考察 ３

第11回：学術論文の書き方 １

第12回：学術論文の書き方 ２

第13回：学術論文の書き方 ３

第14回：論文クリニック １

第15回：論文クリニック ２

教科書

特になし。

参考文献

適宜、授業中に指示する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 先行研究の読み込み、明確で実現可能な研究計画の策定、テーマの創造性、演習への貢献。

備考・関連URL



授業科目名：

老年社会福祉学特論

担当教員名：

加瀬 裕子

授業の概要

老年学は、個人の身体的変化から社会的現象まで、老化に伴う諸問題について研究する学問である。老化に伴

う問題を、社会福祉学の視点から研究する老年社会福祉学は、単に老人福祉を対象とするものではない。高齢化

や少子化によって生じる個人の生活への影響や社会構造への影響について、国際的動向を踏まえて概説する。

授業の到達目標

（１）高齢者問題について、学際的視野からアプローチする重要性について認識することができるようになる。

（E56－１）

（２）高齢化先進諸国が行っている政策の共通点について、的確に述べることが出来るようになる。（C６－１）

授業計画

第１回：高齢者の身体的、心理的、社会的変化

第２回：高齢者の健康づくりとサクセスフル・エイジング

第３回：老人福祉法と老人福祉サービス

第４回：高齢者の在宅ケア－チームアプローチとケアマネジメント－

第５回：高齢者の地域ネットワークと地域包括支援センターの役割

第６回：アメリカの高齢者介護と住宅

第７回：認知症ケア １

第８回：認知症ケア ２

教科書

授業中に資料を配布する。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 学会論文レベルの論理的レポートであること。

平常点評価 50％ ディスカッションに参加し、データに基づく意見を述べること。

備考・関連URL


