
人間総合科学研究科	 	 障害科学専攻 

 
 
 

授業科目名：障害科学 教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
1単位 

担当教員名：安藤隆男 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害科学の各専門領域並びに複合領域に関する基礎的な文献の解説並びに講読を通して、研究方法・教育

方法の基礎を習得させる。 

授業の概要 
・	 各回、４名程度のグループにより、障害科学分野の教育・心理・医学・福祉等のそれぞれの側面に関する

内外の代表的な文献を１編紹介する。またその内容に関する追加情報を整理して提示する。紹介はパワー

ポイントを用いた発表（40～50分）とし、グループ全員が分担する。必要に応じて補足資料を配付する。 
・	 発表内容について、受講生全員で討議する。 

 
評価の方法 
・授業への参加状況、発表状況、レポートの内容等を勘案し、総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：	 授業の進め方とグループ指定。研究の倫理について（１） 
第 2回：	 研究の倫理について（２） 
第 3回：	 視覚障害学 
第 4回：	 聴覚障害学 
第 5回：	 運動・健康障害学	  
第 6回：	 知的・発達・行動障害学 
第 7回：	 音声・言語障害学 
第 8回：	 障害福祉学 
第 9回：	 障害原理論 
第 10回：	 障害科学の役割 

テキスト 
なし 

参考書 
筑波大学障害科学系編「シリーズ・障害科学の展開」（全５巻）明石書店 



 

 
 
 
 

授業科目名：障害科学調

査・実験実習 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 

1単位 
担当教員名：岡典子・大六一志・野呂

文行・原島恒夫・加藤靖佳・岡崎慎治・

結城俊哉 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害科学の各専門領域並びに複合領域に関する基礎的な研究方法・教育方法を習得させる。 
 

授業の概要 
・	 障害科学分野の教育・心理・医学・福祉のそれぞれの側面について、その基本的な研究方法を学習する。 

 

評価の方法 
・評価方法	 実習への参加状況、レポートの評価等を勘案し、総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：	 文献研究 
第 2回：	 心理測定（知能） 
第 3回：	 心理測定（調査） 
第 4回：	 行動観察法 
第 5回：	 面接法	  
第 6回：	 心理学実験 
第 7回：	 生理検査 
第 8回：	 生理学実験 
第 9回：	 フィールドワーク 
第 10回：	 授業分析 

テキスト 
各講義で随時指定する。 
 
参考書 
各講義で随時指定する 
 



 

 
 

 

授業科目名：障害科学研

究法 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：竹田一則 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 修士論文の作成に必要な研究法について習得すること目的とする。 

授業の概要 
・	 障害科学分野の教育・心理・医学・福祉のそれぞれの側面について、応用的、あるいは 新の研究法を理

解する。 

評価の方法 
・研究指導への参加状況、構想発表会における発表、 終的なレポート提出に基づいて、総合的に判断する 

授業計画 
第１回	 授業担当者によるオリエンテーション 
第 2～19回：	 それぞれの学生の関心に基づいて、各研究室において、研究方法に関する指導を受ける。 
第 20回：	 修士論文の構想発表会を実施する。 

テキスト 
各講義で随時指定する。 
 

参考書 
各講義で随時指定する 
 



 

 

授業科目名：特別支援教

育概論Ｂ 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：米田宏樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な項目 特別支援教育の基礎理論に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 特別支援教育のめざすべき目標・理念について理解する。 
・	 特別支援教育体制における学校経営・学級経営・指導の実際を知る。 
・	 障害児教育の歴史を踏まえ、特別支援教育のあるべき姿を議論することができる。 
 

授業の概要 
世界と日本の特殊教育・障害児教育の歴史的展開を概観するとともに、特別支援教育が目指すべき教育制度・

実践について講述する。 

評価の方法 
出席確認のリアクションペーパー（20点）と試験（80点）により総合的に評価する。 

授業計画 
第１回～２回：特殊教育の歴史と理念 
第３回～４回：特殊教育制度の成果と限界  
第５回～６回：特別な教育的ニーズとインクルーシブ教育の提起 
第７回～８回：日本的インクルーシブ教育としての特別支援教育 
第９回～10回：特別支援教育の本質と制度 
第 11回～12回：学校改革と特別支援教育 
第 13回～14回：特別な支援を必要とする人の社会的自立と教育的支援・福祉的支援 
第 15回～16回：特別支援教育における学校経営・学級経営 
第 17回～18回：特別支援教育におけるカリキュラムの開発 
第 19回～20回：特別支援教育の本質と課題 

テキスト 
安藤隆男・中村満紀男編「特別支援教育を創造するための教育学」明石書店(出版予定)．他随時指示。 

参考書 
随時指示する。 



 

 

授業科目名：特殊教育・特別支

援教育・インクルージョン	 

教員の免許状取得のための	 

選択科目	 

単位数：	 

１単位	 

担当教員名：岡典子	 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科

目 

授業の到達目標及びテーマ	 

・	 慈善事業から特殊教育の成立、障害児教育への展開、インクルーシブ教育への転換という歴史的経緯を理

解する。	 

・	 わが国における特殊教育・障害児教育・特別支援教育の歴史的展開を理解する。	 

・	 インクルージョンの目的的側面と手段的側面について理解する。	 

授業の概要	 

・	 慈善・救済事業から特殊教育・障害児教育への成立と展開を概説し、特殊教育・障害児教育制度の成果と

限界について考察する。	 

・	 障害児教育から特別支援教育・インクルーシブ教育への転換の背景と実際の動向を講述する。	 

・	 世界と日本のインクルーシブ教育施策の相違点を明らかにする。	 

・	 ソーシャル・インクルージョンとインクルーシブ教育の関係を講述する。	 

評価の方法	 

・授業への参加状況と学期末レポートにより評価する。	 

授業計画	 

第1回：慈善的教育事業から特殊教育への展開	 

第2回：特殊教育とその改革としての障害児教育	 

第3回：特殊教育・障害児教育の本質・特長と問題点	 

第4回：障害児教育と分離・統合問題	 	 

第5回：特別な教育的ニーズとインクルーシブ教育の提起	 

第6回：日本的インクルーシブ教育としての特別支援教育	 

第7回：世界的動向と特別支援教育の異同	 

第8回：目的としてのインクルージョン	 

第9回：手段としてのインクルーシブ教育	 

第10回：まとめ	 

	 

テキスト	 

	 随時指示する。	 

参考書	 

	 随時指示する。	 



 

 

授業科目名：障害児教育

課程論 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：米田宏樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な項目 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 学校の社会的役割にもとづく教育課程の編成を考える。 
・	 教育課程編成に関わる法令・規定等を理解する。 
・	 特別支援教育における教材論・学習指導の原理等の特徴を知る。 
・	 各障害別の教育課程の編成や授業実践の特徴を知り、重複障害教育における教育課程を考える。 
 

授業の概要 
障害児教育における教育課程編成の原理と実際について概説する。とくに，障害の重度化，重複化あるいは

多様化の中で，法令や学習指導要領に規定される特例を用いた弾力的な教育課程の編成について整理し，特別

支援教育における教育課程の編成及び教育課程開発の在り方について考究する。 
 
評価の方法 
出席確認のリアクションペーパー（20点）と試験（80点）により総合的に評価する。 

授業計画 
第１回：学校の社会的役割と機能 
第２回： 障害のある子どもと学校生活（学習・生活・養護） 
第３回：特別支援教育における教育課程の編成と学習指導要領 
第４回： 特別支援教育における教材論、学習指導の原理 
第５回： 視覚障害者教育における教育課程と授業の実際 
第６回： 聴覚障害者教育における教育課程と授業の実際 
第７回： 肢体不自由者教育における教育課程と授業の実際 
第８回： 病弱者教育における教育課程と授業の実際 
第 9回： 知的障害者教育における教育課程と授業の実際 
第 10回： 重複障害者教育における教育課程と授業の実際 

テキスト 
安藤隆男・中村満紀男編「特別支援教育を創造するための教育学」明石書店(出版予定)．筑波大学特別支援教
育実践センター編「特別支援教育の指導法」教育出版．他随時指示。￥ 

参考書 
中村満紀男他編「理解と支援の特別支援教育」コレール社（出版予定）．他随時指示する。 



 

 
 
 

授業科目名：重複障害指

導法B 
教員の免許状取得のための 

必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名： 
川間健之介 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目 ・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 重複障害児の中でも特に重度重複障害児を対象として、その指導法を考え、理解する 
 

授業の概要 
	 重複障害児の指導について、その意義と概要について講義する。特に、教育課程と指導計画の作成から実際

の指導に至る基本的な考え方について検討する。また、医療的ケアと関連し、関連諸機関の共同によるアプロ

ーチについても考える。 

評価の方法 
	 授業時間内の小テストと課題レポートを総合して評価する。 

授業計画 
第１回：重複障害とは 
第２回：重複障害児の理解 
第３回：重複障害児の教育課程 
第４回：重複障害学級の学級経営 
第５回：指導計画の作成の基本 
第６回： 指導計画作成の実際 
第７回：指導の展開 
第８回： 関連諸機関の共同によるアプローチ 
第９回： 学校卒業後の支援 
第 10回： 授業の総括 
 
テキスト 
	  
 

参考書 
西川公司編	 重複障害児の指導ハンドブック	 全国心身障害児福祉財団 
下山直人編	 重複障害教育実践ハンドブック	 全国心身障害児福祉財団 
 



 

 

授業科目名： 
特別支援学校教育実習B 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名：菅野和恵・野呂文行・

鄭仁豪・小林秀之・安藤隆男 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な

項目 
心身に障害のある幼児，児童又は生徒についての教育実習 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 本学附属の特別支援教育諸学校で実習することにより，特別支援教育の実際について経験するとともに，

障害児の指導に必要な知識・技能の習得と態度の形成をはかる。 

授業の概要 
実習中は附属学校の教員に準ずる形で勤務し，教員の指導のもと，児童・生徒の指導にあたる。サービスを

受ける学生ではなく，教育サービスを提供する教員であるという意識をしっかりもつと同時に，実習生として

の前向きかつ謙虚な姿勢も求められる。 

評価の方法 
・以下の点について、総合的に評価する。 
・事前指導と事後指導における参加態度 
・実習校での実習態度・授業への取組・児童生徒指導への取組等 
 

授業計画 
・対象校： 
附属視覚特別支援学校（小林担当） 
附属聴覚特別支援学校（鄭担当） 
附属桐が丘特別支援学校（安藤担当） 
附属大塚特別支援学校（菅野担当） 
附属久里浜特別支援学校（野呂担当） 
 
１） 大学オリエンテーション（１学期；掲示にて連絡） 
２） 実習校オリエンテーション（９月上旬） 
３） 教育実習（15日間；１０月） 
４） 事後指導（実習の反省会） 

 
テキスト 
	 適宜プリントを用意する。 

参考書 
・阿部芳久（2006）：知的障害児の特別支援教育入門－授業とその展開－．日本文化科学社． 



 

 

授業科目名：行動臨床心

理学 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：園山繁樹、野呂文行、 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 臨床心理学に関する理論、アセスメント法、介入法に関する基礎的知識を習得する。 
・	 臨床心理に関する諸問題に対する実際の介入の進め方についての理解を深める。 

授業の概要 
・	 臨床心理学の領域、基本的視座、ニーズの把握の重要性について学ぶ。 
・	 アセスメント法として、特に心理検査と行動観察法についての理解を深める。 
・	 介入に当たっての基本的な理論的立場の概要を理解する。 
・	 介入の実際について、問題ごとに事例論文を通して理解する。 
・	 本講義は臨床発達心理士・指定科目「育児・保育現場での発達とその支援」（２単位）に該当する。 
中項目１－１，１－２，２－１，３－１，３－２，４－１，４－２，５－２，５－３，６－１～６－３，

６－５，６－６ 

評価の方法 
・出席とレポートによる評価を行う。 

授業計画 
第１回：子育てと学校教育の臨床心理学（園山）	 	 	 	 	 第 11回：コンサルテーションの方法（野呂） 
第 2回：実践の場での支援の基本的視座（園山）	 	 	 	 	 第 12回：スーパービジョンの方法（野呂） 
第 3回：個別のニーズの把握の理論と方法（園山）	 	 	 	 第 13回：行動問題の理解と介入（1）（野呂） 
第 4回：アセスメント法（1）：標準化された検査（野呂）	 第 14回：行動問題の理解と介入（2）（野呂） 
第 5回：アセスメント法（2）：行動観察法（野呂）	 	 	 	 第 15回：行動問題の理解と介入（3）（野呂） 
第 6回：介入の理論と方法（1）：精神力動的立場（野呂）	 第 16回：行動問題の理解と介入（4）（野呂） 
第 7回：介入の理論と方法（2）：来談者中心的立場（野呂）第 17回：臨床心理学と連携（1）（園山） 
第 8回：介入の理論と方法（3）：行動論的立場（園山）	 	 第 18回：臨床心理学と連携（2）（園山） 
第 9回：介入の理論と方法（4）：システム論的立場（園山）第 19回：介入の評価（園山） 
第 10回：個別ニーズに応じた介入の在り方（園山）       第 20回：まとめ（全担当教員） 
 
テキスト 
	 なし 

参考書 
・	 小林重雄編（2001）「総説臨床心理学」コレール社 
  



 

 

授業科目名：教育臨床発

達援助論 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：園山繁樹、野呂文行、 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 教育臨床場面における児童生徒の発達支援の原理と方法についての理解を深める。 
・	 教育臨床場面における課題に対して、アセスメントを実施し適切な援助計画を立案できる力を涵養する。 

授業の概要 
・	 教育臨床が関わる領域、基本的視座、ニーズの把握の重要性について学ぶ。	  
・	 介入の実際について、問題ごとに事例論文を通して理解する。 
・	 本講義は臨床発達心理士・指定科目「臨床発達心理学の基礎」（２単位）に該当する。 
中項目１－２，１－３，２－１，３－２～３－４，４－１，４－３～４－６ 

評価の方法 
・出席とレポートにより評価を行う。 

授業計画 
第１回：教育臨床における発達支援（園山）	 	 	 	 	 	 

第 2回：教育臨床における生徒指導（園山） 
第 3回：生徒指導上の諸問題（園山） 
第 4回：教育臨床と教育相談（園山） 
第 5回：教育臨床における進路指導（園山） 
第 6回：進路指導における具体的方法（園山） 
第 7回：学級不適応と暴力行為（1）（野呂） 
第 8回：学級不適応と暴力行為（2）（野呂） 
第 9回：危機介入の理論と方法（1）（野呂） 
第 10回：危機介入の理論と方法（2）（野呂） 
 

 
第 11回：教師へのコンサルテーション（野呂） 
第 12回：保護者へのコンサルテーション（野呂） 
第 13回：進路指導とカウンセリング（1）（野呂） 
第 14回：進路指導とカウンセリング（2）（野呂） 
第 15回：学級全体への支援（野呂） 
第 16回：学校全体への支援（野呂） 
第 17回：地域への支援（野呂） 
第 18回：発達支援の評価（1）（園山） 
第 19回：発達支援の評価（2）（園山） 
第 20回：まとめ（全担当教員） 
 

テキスト 
	 なし 

参考書 
・	 前川久男・緒方明子（2004）「教育臨床心理学」コレール社 
・	 今野義孝・藤原義博（2004）「発達臨床心理学」コレール社 
・	 日本進路指導協会発行「月刊・進路指導」  



 

 

授業科目名： 
臨床発達心理学 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：大六一志 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 発達心理学の 近の考え方，および，基礎的な知見について理解する。また，それを教育や臨床の実践に

結びつける方法について理解する。さらに，教育や臨床の実践から発達心理学の理論に還元できることについ

て理解する。 

授業の概要 
・	 発達心理学の知識と方法について，その基礎と臨床を講義する。具体的には，発達の原理，生涯発達の諸

段階における発達課題，発達のアセスメント法，発達研究法等について概説する。 
本講義は臨床発達心理士・指定科目「臨床発達心理学の基礎」（２単位）に該当する。 
中項目１－１～１－３，２－１，３－１，３－２，５－１～５－４ 

評価の方法 
各学期の期末試験（40％×２），および授業へのコメント（20％程度）に基づき評価する。 

授業計画 
第１回	 臨床発達心理学とは	 	 新しい発達観，インクルージョン，基礎と実践 
第２回	 臨床発達心理士の職務 
第３回	 発達の支援とは	 発達の 近接領域，足場作り 
第４回	 発達の原理・基盤的命題 
第５回	 発達課題、遺伝と環境、発達加速現象など 
第６回	 臨床発達心理学の研究法 
第７回	 対象の理解	 	 査定・検査・評価・診断の方法、理解のプロセス 
第８～１１回	 発達の各期とその特徴と臨床Ⅰ － 乳児期・幼児期・児童期の特徴、臨床の実際 
第１２～１５回	 発達の各期とその特徴と臨床Ⅱ － 成人前期・成人後期・高齢期の特徴、臨床の実際 
第１６回	 知能の生涯発達について 
第１７回	 言語の生涯発達について 
第１８回	 社会的スキルの生涯発達について 
第１９～２０回	 近のトピックス 

テキスト 
	 長崎勤・古澤賴雄・藤田継道（2002）シリーズ／臨床発達心理学	 ①臨床発達心理学概論．ミネルヴァ書房． 

参考書 
	 本郷一夫・長崎勤編（2006）特別支援教育における臨床発達心理学的アプローチ： 
	 	 	 	 生涯発達的視点に基づくアセスメントと支援（別冊発達 28）．ミネルヴァ書房． 



 

 

授業科目名：臨床発達心

理学実習Ⅰ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：長崎	 勤・大六一志 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
・発達アセスメント、支援方針の決定、支援の実施、カンファレンス、支援経過のまとめと発表等、一連の発

達臨床の手続きを学ぶ。 

授業の概要 
・	 筑波大学心理・障害科学相談室に来所する、発達に障害がある対象児に対し、発達アセスメント、支援方

針の決定、支援の実施、カンファレンス、支援経過のまとめと発表等、一連の発達臨床の手続きを、スー

パーバイザーの助言を基に実際の事例に対し行い、基本的な発達臨床のスキルを学ぶことを目的とする。 

1回２時間のユニットで行う(1年生対象)  

評価の方法	  
出席、レポート 

授業計画 
第 1・２回： 発達アセスメントの実施(長崎・大六)	 

	 	  発達検査、行動観察、面接などから包括的なアセスメントを行う。	 

第３・４回：支援計画の作成(長崎・大六)	 

	 	 アセスメント結果から支援計画を作成する	 

第５～１２回：	 支援の実施とカンファレンス(長崎・大六)	 

  	 支援計画に基づき、支援を行い、スーパーバイザーの助言を基にカンファレンスを行う。	 

第１３・１４回：支援経過の分析(長崎・大六)	 

    支援経過を分析し発表を行い、自分の支援の妥当性を検証する。またこの手続きによって事例報告を作成

する。 
第１５回：発表(長崎・大六) 
 

テキスト 
 

参考書 
長崎	 勤・古澤頼雄・藤田道継(2002)	 臨床発達心理学概論－発達支援の理論と実際.	 	 	 ミネルヴァ書房 
 
 



 

 

授業科目名：臨床発達心

理学実習Ⅱ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：長崎	 勤・大六一志 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・発達アセスメント、支援方針の決定、支援の実施、カンファレンス、支援経過のまとめと発表等、一連の発

達臨床の手続きを学ぶ。 

授業の概要 
・	 筑波大学心理・障害科学相談室に来所する、発達に障害がある対象児に対し、発達アセスメント、支援方

針の決定、支援の実施、カンファレンス、支援経過のまとめと発表等、一連の発達臨床の手続きを、スー

パーバイザーの助言を基に実際の事例に対し行い、基本的な発達臨床のスキルを学ぶことを目的とする。 

1回２時間のユニットで行う(２年生対象)  

評価の方法	  
出席、レポート 

授業計画 
第 1・２回： 発達アセスメントの実施(長崎・大六)	 

	 	  発達検査、行動観察、面接などから包括的なアセスメントを行う。	 

第３・４回：支援計画の作成(長崎・大六)	 

	 	 アセスメント結果から支援計画を作成する	 

第５～１２回：	 支援の実施とカンファレンス(長崎・大六)	 

  	 支援計画に基づき、支援を行い、スーパーバイザーの助言を基にカンファレンスを行う。	 

第１３・１４回：支援経過の分析(長崎・大六)	 

    支援経過を分析し発表を行い、自分の支援の妥当性を検証する。またこの手続きによって事例報告を作成

する。 
第１５回：発表(長崎・大六) 
 

テキスト 
 

参考書 
長崎	 勤・古澤頼雄・藤田道継(2002)	 臨床発達心理学概論－発達支援の理論と実際.	 	 	 ミネルヴァ書房 
 
 



 

 

授業科目名：臨床発達心

理査定法特講 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：四日市章・野呂文行・

岡崎慎治・原島恒夫・大六一志 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
学校教育場面において必要とされる臨床発達心理学的評価の諸方法について、その理論と具体的な技法に

ついて理解する。	 

 

授業の概要： 
	 学校教育場面において必要とされる臨床心理学的評価の諸方法について、演習・実習をまじえながら具

体的・実践的な講義を行う。基本的な理論、基本的技法、実際の臨床場面での適用方法と配慮事項につい

て講述する。	 

	 

評価の方法 
	 出席ならびにレポートにより評価を行う。 

授業計画	 

第１・２回：心理教育的アセスメントの意義と方法（野呂）	 

第３・４回：学級・学校内の実態把握の方法について（野呂）	 

第５・６回：感覚機能評価（原島）	 

第７・８回：教育評価（四日市）	 

	 第９～１４回：DN-CASの活用（岡崎）	 

	 第１５～２０回：K-ABCの活用（大六）	 

	 	 

テキスト	 

特になし	 

参考書	 

授業中に紹介する。	 



 

 

授業科目名：障害科学 
実践実習 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：野呂文行・鄭仁豪・小

林秀之・安藤隆男・藤原義博 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害・聴覚障害・運動障害・知的障害の特別支援教育諸学校の現場を観察し、それぞれの学校の役割

を理解する。 
・	 観察で得られた知見を討議することで、特別支援教育諸学校の位置づけや役割、特徴をより深く理解する。 
 

授業の概要 
・	 各自が２校以上の附属特別支援諸学校を訪問し観察実習を行う。 
・	 観察実習の後、１時間の討議を行う。 

評価の方法 
・観察実習や討議への参加状況について総合的に評価する。 

授業計画 
 
・対象校： 
附属視覚特別支援学校（小林担当） 
附属聴覚特別支援学校（鄭担当） 
附属桐が丘特別支援学校（安藤担当） 
附属大塚特別支援学校（藤原担当） 
附属久里浜特別支援学校（野呂担当） 
 
・日時： 
	 ７月の初旬・各校１日ずつ 
・内容： 
	 各校において、授業を見学し、児童生徒の学習状況・教師の働きかけに関して観察を行い、各校の方針のも

とに児童・生徒とのかかわりを実体験する。 
	 観察実習後、１時間の討議を通して、各校における指導実践の特徴を捉え、それぞれの学校の特別支援教育

における役割を理解する。 
 
テキスト 
	 適宜プリントなどを用意する。 

参考書 
	 各附属校で発行している紀要・報告書など。 



 

 

授業科目名：視覚障害心

理学特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 

1単位 
担当教員名：（	 	 	 	 	 ） 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害が人間の行動や心の動きにどのような影響を与えているかを解説し、視覚障害者・児の教育や福祉に

おける指導法や訓練法に対し視覚障害心理学が果たす役割の重要性を理解させる。 

授業の概要 
・	 視覚障害心理学の今日的課題をテーマ別に取り上げ、内外の文献資料に基づいて講義し、テーマによっては個

人的に指導する。 
・	 テーマの設定は教員が中心に行う。このため特に教科書等の指定は行わない。 

評価の方法 
視覚障害心理学分野の理解度と出席率によって評価する。 

授業計画 
以下のようなテーマで講義を行う。 
	 第１回  視覚障害心理学の枠組み 
	 第２回  視覚障害心理学の目的 
	 第３回  視覚障害のレベル 
	 第４回  感覚情報障害の補償 
	 第５回  盲児の知能と言語 
	 第６回  聴覚の特性と空間概念の形成 
	 第７回  触覚の特性とその発達 
	 第８回  失明の心理学的意味 
	 第９回  社会との関わり 
第 10回  視覚障害への適応における周囲の人々の役割 
テキスト 

参考書 
五十嵐信敬（1993）『視覚障害幼児の発達と指導』（コレール社） 
	 佐藤泰正編著（1991）『視覚障害学入門』（学芸図書） 
  佐藤泰正編著（1996）『視覚障害心理学』（学芸図書） 



 

 

授業科目名：視覚障害病

態生理学特講Ｂ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：柿澤敏文 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害の概念、定義、分類を理解する。 
・	 視覚系の構造や機能、病態生理を理解する。 
・	 視機能と教育的な配慮事項を理解する。 
・	 弱視の見え方を理解し、視覚補助具の利用法を学ぶ。 

授業の概要 
	 視覚障害の概念、定義、分類等に関して講義を行う。さらに、視覚系の構造や機能、病態生理等に関して講

義する。視覚の発生・発達、弱視の見え方とそれに対する配慮について講述する。必要に応じて視聴覚教材を

利用する。 

評価の方法 
	 受講態度や討議への参加状況、期末試験成績に出席状況を加味してA―Dの 4段階評価を行う。 

授業計画 
第１回：視覚障害の概念、定義、分類 
第２回：視覚障害原因となる主な眼疾患と視覚管理１（角膜・ぶどう膜疾患・水晶体疾患） 
第３回：視覚障害原因となる主な眼疾患と視覚管理２（網膜疾患・視神経視路疾患） 
第４回：視機能の理解と教育的配慮１（視力） 
第５回：視機能の理解と教育的配慮２（視野、眼球運動、色覚、その他） 
第６回：視覚器の発生と先天障害 
第７回：視覚の獲得過程 
第８回：弱視の見え方とその把握 
第９回：視覚障害教育における眼光学の基礎 
第 10回：視覚補助具の利用 

テキスト 
宮本信也・竹田一則編（2007）障害理解のための医学・生理学．明石書店 

参考書 
	 樋田哲夫（2006）．眼科プラクティス	 14ロービジョンケアガイド．文光堂 
	 大鹿哲郎（2005）．眼科プラクティス	 6 眼科臨床に必要な解剖生理．文光堂 
	 Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation.  

Oxford University Press. 
	 大川原潔他（1999）．視力の弱い子どもの理解と支援，教育出版 



 

 

授業科目名：視覚障害教

育学特講Ｂ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：小林秀之 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	 ・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 視覚障害教育の概要と特徴を知り，視覚障害児の指導の基礎基本について理解を深めることを目標とする。 
 

授業の概要 
	 視覚障害教育の制度について概観するとともに，盲児については点字と歩行，弱視児については見えにくさ

に対する拡大の方策を中心に解説する。 

評価の方法 
	 受講態度と期末試験を中心に，出席状況を加味してＡ〜Ｄの 4段階評価を行う。 
 授業計画 
 
	 第１回	 視覚障害とは 
	 第２回	 視覚障害児の就学の基準と学びの場 
	 第３回	 視覚特別支援学校（盲学校）における教育の特徴 
	 第４回	 視覚障害と点字 
	 第５回	 視覚障害と歩行 
	 第５回	 弱視児に対する指導の配慮 
	 第６回〜第９回	 弱視児に対する拡大の方策 
	 第 10回	 まとめ 
 

テキスト 
	 特に指定しない。 

参考書 
文部省（1983）重複障害児指導事例集．東洋館出版．	 

文部省（1985）歩行指導の手引き．慶應通信．	 

文部科学省（2003）点字学習指導の手引（平成15年改訂版）.大阪書籍.	 

文部科学省	 (2009)特別支援学校学習指導要領解説	 総則編．教育出版．	 

大川原潔他編（1999）視力の弱い子どもの理解と支援.教育出版.	 

全国盲学校長会編著（2000）視覚障害教育入門Q&A-確かな専門性と真剣な授業の展開のために-．ジアース

教育新社．	 

 



 

 

授業科目名：視覚障害自

立活動特講Ｂ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：小林秀之 
	 	 	 	 	 	 佐島	 毅 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 視覚障害の特性に応じた指導の本質を知り,その実際について理解を深めるとともに，評価法や指導法を体験
的に理解することを目標とする。 

授業の概要 
	 自立活動は，見えにくい目で見る弱視児，指先を目とする盲児の障 害による学習上又は生活上の困難を主体
的に改善，克服するための指導領域である。この意義と目的，内容，指導計画等について解説する。また，具

体的な指導内容や方法について，弱視児の弱視レンズ活用指導，盲児の点字，歩行の指導，重複障害児に対す

る自立活動の指導等について実際的に説明する。 
 
評価の方法 
	 受講態度と期末試験を中心に，出席状況を加味してＡ〜Ｄの 4段階評価を行う。 
 
授業計画 
	 第１回〜第２回	 特別支援学校(盲学校)における自立活動の目標と内容 
	 第３回〜第４回	 個別の指導計画について 
	 第５回〜第８回	 点字指導について 
	 第９回〜第 12回	 弱視レンズの処方・選定と活用指導 
	 第 13回〜第 16回	 手引き歩行と歩行指導 
	 第 17回〜第 20回	 視覚障害幼児と重複障害児の指導 
  

テキスト 
	 特に指定しない。 

参考書 
文部省（1983）重複障害児指導事例集．東洋館出版． 
文部省（1985）歩行指導の手引き．慶應通信． 
文部科学省（2003）点字学習指導の手引（平成 15年改訂版）.大阪書籍. 
文部科学省（2009）特別支援学校学習指導要領解説	 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部・高等部）．海
文堂出版． 

稲本正法他（1995）教師と親のための弱視レンズガイド．コレール社． 
香川邦生・藤田和弘編著(2000) 自立活動の指導.教育出版. 

 



 

授業科目名：視覚障害教

材教具開発論Ｂ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：小林秀之 
	 	 	 	 	 	 佐島	 毅 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 視覚障害に起因する困難の本質の理解に基づく教科教育指導の実際と，その指導に用いられる教材教具につ

いて理解を深めることを目標とする。 

授業の概要 
	 視覚障害児童生徒に対する教科の指導の特質と配慮事項について， 理論と実際の理解を図る。授業では視覚
障害教育の教科教育の場で工夫された指導法，教材・教具を取り上げ，指導に当たっての配慮事項を検討する。

また、附属視覚特別支援学校教員による集中講義において視覚障害教育の実践に触れる。 

評価の方法 
	 受講態度と期末試験を中心に，出席状況を加味してＡ〜Ｄの 4段階評価を行う。 
授業計画 
	 第１回	 〜第２回	  視覚障害教育の教育課程における教科の位置づけ 
	 第３回	 〜第 7回	  学習上困難のある内容の分析と基本事項の指導 
	 第 8回	 〜第 11回	  空間・時間の全体像の把握に配慮した授業展開 
	 第 12回〜第 13回	  国語・英語の指導 
	 第 14回〜第 15回	 算数・数学，理科の指導 
	 第 16回〜第 17回	 社会の指導 
	 第 18回〜第 19回	 体育・保健体育の指導 
	 第 20回	 	 	 	 	  まとめ 

テキスト 
	 特に指定しない。 

参考書 
全国盲学校長会編著（2000）視覚障害教育入門 Q&A-確かな専門性と真剣な授業の展開のために-．ジアース教

育新社．	 

鳥山由子編著（2007）視覚障害指導法の理論と実際．ジアース教育新社．	 

文部省（1986）観察と実験の指導．慶応義塾大学出版会．	 

文部省（1987）視覚障害児のための言語の理解と表現の指導．慶應通信．	 

文部省（1992）特殊教育諸学校学習指導要領解説−盲学校編−．海文堂出版．	 

文部科学省（2009）特別支援学校	 幼稚部教育要領	 小学部・中学部学習指導要領	 高等部学習指導要領等．

海文堂出版．	 

文部科学省（2009）特別支援学校学習指導要領解説	 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）．教育出版． 



 

授業科目名：視覚障害 
セミナーB 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：柿澤敏文・小林秀之 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な項目 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害教育に関わる、現在的な課題を設定し、その課題について研究し、報告・討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、視覚障害児教育の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答も

見つける力を涵養する。 

授業の概要 
・	 視覚障害教育の今日的課題（例：視覚特別支援学校のセンター的機能、視覚障害乳幼児の機能検査、視覚

補助具の利用方法、歩行指導のあり方、障害受容と態度等）を中心に文献の集め方、集約の仕方、文章化

の方法について、講義あるいは個人的に指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
受講態度や討議への参加状況、レポート発表に出席状況を加味してA―Dの 4段階評価を行う。 

授業計画 
第１回：課題の設定－討議 
第２回：課題の設定－決定 
第３回：文献の収集 
第４～６回：各自の文献の要約発表 
第７・8回：討議 
第９回：文章化 
第１０回：レポート発表 

テキスト 
	 中村満紀男・四日市章編（2007）障害科学とは何か．明石書店 
宮本信也・竹田一則編（2007）障害理解のための医学・生理学．明石書店 
長崎	 勤・前川久男編（2007）障害理解のための心理学．明石書店 
	 前川久男・園山繁樹編（2007）障害科学の研究法．明石書店 

参考書 
	 特殊教育学研究、弱視教育、視覚障害、Low Vision Research、Journal	 of Visual Impairment and 
Blindness、Vision Research、Perception & Psychophysicsなどの定期刊行物 
	 樋田哲夫（2006）．眼科プラクティス	 14ロービジョンケアガイド．文光堂 
	 Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation.  

Oxford University Press. 
	 大川原潔他（1999）．視力の弱い子どもの理解と支援，教育出版 



 

 

授業科目名：視覚障害教

育学特講А 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：小林秀之 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
	 視覚障害教育の内容，指導方法について具体的に理解を深めるとともに，今後の視覚障害教育の課題を理解

し，将来視覚障害教育に携わる際の現状分析と課題解決を図ることのできる能力を養う。 

授業の概要 
	 視覚障害児童・生徒の教育について，盲教育・弱視教育の視点から，その制度，教育内容，指導の特質など

を解説する。 

評価の方法 
	 受講態度や討議への参加状況及びレポートの内容を総合的に判断し，A―Dの 4段階評価を行う。 
授業計画 
	 第１回	 視覚障害の定義と分類 
	 第２回	 視覚障害児の就学の基準と学びの場 
	 第３回	 視覚特別支援学校（盲学校）における教育の特徴 
	 第４回〜第５回	 視覚障害教育の歴史と現在 
	 第６回～第 10回	 弱視児童生徒への見えにくさに対する対応と教育的配慮 
	 第 11回～第 12回：盲児童生徒の触覚の活用 
	 第 13回～第 16回：盲児童生徒に対する点字指導の理論と実際 
	 第 17回～第 18回：インクルーシブ教育と視覚障害教育 
	 第 19回～第 20回：視覚障害教育の将来像を考える今後の視覚障害教育（まとめ） 

テキスト 
	 特に指定しない。 

参考書 
大川原潔他編（1999）視力の弱い子どもの理解と支援.教育出版. 
全国盲学校長会編著（2000）視覚障害教育入門 Q&A-確かな専門性と真剣な授業の展開のために-．ジアー

ス教育新社． 
鳥山由子編著（2007）視覚障害指導法の理論と実際．ジアース教育新社． 
文部省（1992）特殊教育諸学校学習指導要領解説−盲学校編−．海文堂出版． 
文部科学省（2003）点字学習指導の手引（平成 15年改訂版）.大阪書籍. 
文部科学省（2009）特別支援学校	 幼稚部教育要領	 小学部・中学部学習指導要領	 高等部学習指導要領．

海文堂出版． 
文部科学省（2009）特別支援学校学習指導要領解説	 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）．教育出版． 

 



 

 

授業科目名：視覚障害病態

生理学特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：柿澤敏文 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害の概念、定義、分類を理解し、研究ならびに教育現場等で役立てる能力を身につける。 
・	 視覚系の構造や機能、病態生理を理解し、研究ならびに教育現場等で役立てる能力を身につける。 

授業の概要 
	 視覚系の構造や機能、病態生理等に関する論文を読み、演習形式の討論を行う。必要に応じて視聴覚教材を利用

する。 

評価の方法 
受講態度や討議への参加状況、レポート発表に出席状況を加味してA―Dの 4段階評価を行う。 

授業計画 
第１回～第５回：視覚系の構造や機能等に関する論文を受講者がレポートし、そのレポートを基に討論を行なう。

（中田英雄）	 

第６回～第 10 回：視覚障害の原因疾患の病態、視機能への影響、視覚障害の原因の推移に関する論文を受講者が
レポートし、そのレポートを基に討論を行なう。（中田英雄）	 

第 11回～第 15回：弱視の見え方の特徴、視覚補助具、視環境等をとりあげ、弱視児・者の視覚マネージメントや
視覚障害児・者の視知覚特性、行動等に関する論文を受講者がレポートし、そのレポートを基に討論を行なう。（柿

澤敏文）	 

第 16回～第 20回：視覚障害者の触覚や聴覚、平衡感覚などに関わる論文を受講者がレポートし、そのレポートを
基に討論を行なう。（柿澤敏文）	 

テキスト 
宮本信也・竹田一則編（2007）障害理解のための医学・生理学．明石書店 

参考書 
	 Low Vision Research、Journal	 of Visual Impairment and Blindness、Vision Research、Perception & 
Psychophysicsなどの定期刊行物 
	 樋田哲夫（2006）．眼科プラクティス	 14ロービジョンケアガイド．文光堂 
	 大鹿哲郎（2005）．眼科プラクティス	 6 眼科臨床に必要な解剖生理．文光堂 
	 Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation.  

Oxford University Press. 
	 大川原潔他（1999）．視力の弱い子どもの理解と支援，教育出版 



 

 

授業科目名：視覚障害 
実践実習 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：佐島	 毅、柿澤敏文、

小林秀之 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・視覚障害教育に関係する様々な教育・医療の現場を実際に観察し、それぞれの現状、役割を理解する。 
・観察で得られた知見を討議することで、視覚教育全体の位置づけや役割、特徴をより深く理解する。 

授業の概要 
・	 基本的に 2日間（15時間）１ユニットの集中講義（観察評価実習）のいずれかに参加する。対象は、盲学
校、弱視通級指導教室，視覚障害早期療育機関，視覚障害児の医療にかかわる医療現場の観察を実施する。 

評価の方法 
	 現場観察への参加態度や討議への参加状況、期末レポートに出席状況を加味してA―Dの 4段階評価を行う。 

授業計画 
 
ユニット１：盲学校の観察 
（15時間）	 観察終了後，教員とともに１時間の討議を行う。 
ユニット２：弱視通級指導学級の観察 
（15時間）	 観察終了後，教員とともに１時間の討議を行う。 
ユニット３：視覚障害早期療育機関の観察 
（15時間）	 観察終了後，担当職員とともに１時間の討議を行う。 
ユニット４：視覚障害児の医療にかかわる医療現場の観察 
（15時間）	 観察終了後，担当職員とともに１時間の討議・まとめを行う。 
 
テキスト 
	  

参考書	  
	 五十嵐信敬(1993)視覚障害幼児の発達と指導	 コレール社 
 



 

 

授業科目名：視覚障害リ

ハビリテーション特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：柿澤敏文 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害リハビリテーションの概念、定義、内容を理解する。 
・	 視覚障害リハビリテーション施設を理解し、そこで行われている訓練内容を知る。 
・視覚障害リハビリテーションを中心として、社会サービスのあり方について考える。 

授業の概要 
	 視覚障害者、特に中途失明者を中心に、社会的サービスの存在と利用のしかた、訓練指導過程について学習

する。特に、指導訓練については、高度の専門性を有する訓練施設を見学し、それを通して具体的な社会サー

ビスの在り方について考える。 

授業計画 
第１回：講義	 社会福祉制度の概要 
第２回：講義	 視覚障害者のリハビリテーションに関する施設の概要 
第３回：見学	 東京都心身障害者福祉センター、東京都心身障害者生活支援センター、国立身体障害者リハビ

リテーションセンター、国立職業リハビリテーションセンター、日本点字図書館などを見学する。

夏休み中に 3日間程度実施の予定。 
第４回：グループ討議によるまとめ 
評価の方法 
	 受講態度と現場見学への参加態度、グループ討議への参加状況、期末レポートに、出席状況を加味して A―
Dの 4段階評価を行う。 

テキスト 
	 中村満紀男・四日市章編（2007）障害科学とは何か．明石書店 
宮本信也・竹田一則編（2007）障害理解のための医学・生理学．明石書店 
長崎	 勤・前川久男編（2007）障害理解のための心理学．明石書店 
	 前川久男・園山繁樹編（2007）障害科学の研究法．明石書店 

参考書 
	 日本盲人経営者クラブ（1996）見えなくても明日に向かって 
タートルの会(1997)中途失明－それでも朝はくる－ 
	 タートルの会(2003)中途失明Ⅱ－陽はまた昇る 
	 樋田哲夫（2006）．眼科プラクティス	 14ロービジョンケアガイド．文光堂 
	 Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation.  

Oxford University Press. 
	 大川原潔他（1999）．視力の弱い子どもの理解と支援，教育出版 



 

授業科目名：視覚障害 
セミナーA 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
2単位 

担当教員名：柿澤敏文・小林英之 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることば必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・視覚障害教育に関わる、国内外の今日的な課題に焦点を向け、その課題について研究し、報告・討論を行う 
・このセミナーを通じて、視覚障害児教育の課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答も見つける

力を涵養する。 

授業の概要 
・	 視覚障害教育の今日的課題（例：視覚特別支援学校のセンター的機能、関連専門機関との連携、視覚補助

具の利用方法、歩行指導のあり方、障害受容と態度等）を中心に邦文ならびに欧文文献の集め方、集約の

仕方、文章化の方法について、演習形式で指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
	 受講態度や討議への参加状況、レポート発表に出席状況を加味してA―Dの 4段階評価を行う。 

授業計画 
１学期 
第１回：課題の設定－討議 
第２回：課題の設定－決定 
第３回：文献の収集（邦文・欧文） 
第４回～第６回：各自の文献の要約発表 
第７回・第８回：討議 
第９回：文章化／第１０回：レポート発表 
２学期：	 受講者の研究課題の具体化のための文献講読と討論、研究計画の立案・検討を行う。 

テキスト 
	 中村満紀男・四日市章編（2007）障害科学とは何か．明石書店 
宮本信也・竹田一則編（2007）障害理解のための医学・生理学．明石書店 
長崎	 勤・前川久男編（2007）障害理解のための心理学．明石書店 
	 前川久男・園山繁樹編（2007）障害科学の研究法．明石書店 

参考書 
	 特殊教育学研究、弱視教育、視覚障害、Low Vision Research、Journal	 of Visual Impairment and 
Blindness、Vision Research、Perception & Psychophysicsなどの定期刊行物 
	 樋田哲夫（2006）．眼科プラクティス	 14ロービジョンケアガイド．文光堂 
	 Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation.  

Oxford University Press. 
	 大川原潔他（1999）．視力の弱い子どもの理解と支援，教育出版 



 

授業科目名：視覚障害研

究法 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
３単位 

担当教員名：柿澤敏文・小林秀之 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 視覚障害に関わる今日的課題を取り上げ、その課題について研究するための方法論について学ぶ。 
・	 この授業を通じて、視覚障害の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答を見つける力

を涵養する。 

授業の概要 
・	 視覚障害に関わる今日的課題について、データ・文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法について、講

義ならびに演習を通じて指導する。得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する

考察の仕方を学習する。発表会を開催し、研究成果を発表する。 

評価の方法 
	 受講態度や討議への参加状況、発表レポートに、出席状況を加味してA―Dの 4段階評価を行う。 

授業計画 
第１回：全体オリエンテーションを行う。本年度の授業実施内容、実施形態、担当教員を紹介する。この後、

学生の希望する担当教員について調査を行い、受講内容を決定する。 
第２回目以降は、各研究室単位でオリエンテーションを行い、担当教員の指導のもと、個人あるいはグループ

で実験や調査、文献の研究を計画し、研究の実施、データの分析、得られた結果に対する考察を行う。研究

の成果を、各学期に実施する発表会で発表し、さらにレポートにまとめて提出する。 

テキスト 
	 中村満紀男・四日市章編（2007）障害科学とは何か．明石書店 
宮本信也・竹田一則編（2007）障害理解のための医学・生理学．明石書店 
長崎	 勤・前川久男編（2007）障害理解のための心理学．明石書店 
	 前川久男・園山繁樹編（2007）障害科学の研究法．明石書店 

参考書 
	 特殊教育学研究、弱視教育、視覚障害、Low Vision Research、Journal	 of Visual Impairment and 
Blindness、Vision Research、Perception & Psychophysicsなどの定期刊行物 
	 樋田哲夫（2006）．眼科プラクティス	 14ロービジョンケアガイド．文光堂 
	 Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation.  

Oxford University Press. 
	 大川原潔他（1999）．視力の弱い子どもの理解と支援，教育出版 



 

 

授業科目名： 
聴覚障害心理学特講B 

教員免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名： 
鄭	 仁豪 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 聴覚障害に関する基本的概念と聴覚障害児の発達に関する基礎的知識を形成することを目標とする。 
聴覚障害児の生涯に亘る発達と適応について、教育心理的側面から検討を行い、 終的には、聴覚障害児の

発達や適応に影響を及ぼす個人的要因と社会環境的要因との交互作用とその意義について学習する。 

授業の概要 
本授業は、特別支援教育領域における聴覚障害児童生徒の教育心理学に関する科目として、聞こえの仕組み、

聴覚障害に発見と診断、その後の聴覚補償に至るまでの聴覚障害に関する基礎的内容を概観する。また、聴覚

障害児童生徒の認知、言語、コミュニケーションの発達といった個体的側面とともに、社会性や社会（家庭）

環境などの環境的側面から聴覚障害児童生徒の発達を検討し、教育現場で必要とされる基礎的知識全般につい

て概観する。 

評価の方法 
	 出席状況、レポートの内容、テストの成績により、総合的に評価する 

授業計画 
	 第１回：聴覚障害とその概念 
第 2回：聴覚機構と聞こえの仕組み 
第３回：聴覚障害の発見・診断・分類 
	 第 4回：聴覚障害と聴覚補償	 	  
	 第 5回：聴覚障害と発達 
	 第 6回：聴覚障害とコミュニケーション 
第７回：聴覚障害と認知能力	 	 	 	  
	 第 8回：聴覚障害と言語発達 
	 第 9回：聴覚障害と社会生活 
	 第 10回：聴覚障害と文化 

テキスト 
	 とくに指定しない 

参考書 
	 長崎勤・前川久男編著	 「障害理解のための心理学」	 明石書店 
	 中野善達・吉野公喜編著	 「聴覚障害の心理」田研出版 
	 Marshak,M. & Spencer,P.E. (2011) The Oxford Handbook of Deaf studies, Language, and Education. 
   Oxford University Press 
  Paul,P.V. & Jackson,D.W.(1993) Toward a Psychology of Deafness. Allyn and Bacon.  



	 

	 

 

授業科目名：聴覚障害病

態生理学特講B	 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目	 

単位数：	 

１単位	 

担当教員名：原島恒夫	 

科	 目	 特別支援教育に関する科目	 

各科目に含めることが	 

必要な事項	 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目	 

授業の到達目標及びテーマ	 

	 聴覚障害の生理病理的側面への理解を深め、聴覚障害児の聴覚活用についての正しい知識を身につけることによ

り、聴覚障害児の聴覚活用や音声言語獲得のための指導方法の基礎を学ぶ。	 

授業の概要	 

	 聴覚障害に関連する聴覚器官の生理機能について、外耳、中耳、内耳、そして中枢聴覚系の概要を講述するととも

に、聴覚活用を支援する上で必要な音響心理学の基礎について講述する。	 

	 

評価の方法	 

	 試験	 

授業計画	 

第１回：外耳の構造と機能	 

第２回：中耳の構造と機能・病理	 

第３〜5回：内耳の構造と機能・病理	 

第6〜7回：中枢聴覚系の構造と機能・病理	 

第8回：聴覚障害と言語病理	 

第9〜10回：音響心理学の基礎	 

	 

テキスト	 

「障害理解のための医学・生理学」宮本信也・竹田一則	 編著、明石書店、2007.	 

	 

参考書	 

	 

	 



 

 

授業科目名：聴覚障害教

育学特講Ｂ 
教員の免許状取得のための

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：四日市	 章 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	 ・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
聴覚障害教育の理論や指導方法について、聴覚障害児の発達を軸にしながら理解する。	 

 

授業の概要 
聴覚障害児の教育の本質、教育の歴史、教育制度、教育内容、教育方法などについて、幼児、児童、生徒の発

達段階に基づいて全般的に講述する。また、聴覚障害教育における 近の話題についても学ぶ。 

授業の評価 
	 授業への出席と討議への参加、レポートの作成と発表によって評価する。 
 

授業計画 
第１回：.聴覚の障害の捉え方	 

	 第２・３回：発達と聴覚障害がもたらす課題：乳幼児期、学童期、中学・高等部期、大学・就職期	 

	 第４回：聾学校の組織と教育の概要	 

	 第５回：聾学校の授業と指導に関わる諸要因	 

	 第６回：教科学習を支える心理的要因	 

	 第７回：聴覚障害教育と教材	 

	 第８回：聴覚障害教育の歴史	 

	 第９回：聴覚障害教育に関わる法律と職業	 

	 第１０回：聴覚障害に関わる教育制度 

テキスト 
 
参考書 
草薙進郎・四日市章編「聴覚障害児の教育と方法」（コレール社） 
我妻敏博「聴覚障害児の言語指導」（田研出版） 
中野善達・根本匡文編「聴覚障害教育の基本と実際」（田研出版） 
中野善達「聴覚障害児の早期教育」（福村出版） 
岩城謙「聴覚障害児の言語とコミュニケーション」（教育出版） 



	 

	 

授業科目名：聴覚障害自

立活動特講B	 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目	 

単位数：	 

２単位	 

担当教員名：原島恒夫・加藤靖佳	 

科	 目	 特別支援教育に関する科目	 

各科目に含めることが	 

必要な事項	 

	 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目	 

授業の到達目標及びテーマ	 

	 聴覚特別支援学校の自立活動を担当するために必要な理論的知識及び技能を身につけ、聴覚障害児が自立した社会

生活を送ることが出来るようになるための指導法の基礎を学ぶ。	 

	 

	 

	 

授業の概要	 

	 聴覚障害児の早期からの聴覚活用および読話による音声言語の獲得を促すとともに、発声・発語、手指メディアも

含めた多様なコミュニケーション手段を獲得するための指導理論および技法を解説する。さらには聴覚障害者が自ら

の障害認識を深めることにより、社会適応へのスキルを身につけるための指導上の理論と実際を学ぶ。	 

	 

評価の方法	 

	 レポート等	 

授業計画（第1〜10回：原島、第11〜20回：加藤）	 

第１〜2回：聴力検査の理論と実際	 

第3〜5回：補聴器の仕組みとフィッティング	 

第6〜7回：聴覚活用を促進するための読話指導	 

第8〜10回：発声発語のしくみと音響音声学	 

第11〜13回：発音指導のための理論と技法	 

第14〜15回：手指メディアの理論と実際	 

第16〜17回：コミュニケーション技術と社会適応のための技術	 

第18〜20回：障害認識と社会適応	 

	 

テキスト	 

「障害理解のための医学・生理学」宮本信也・竹田一則	 編著、明石書店、2007.	 	 

	 

参考書	 

	 



 

 

授業科目名：聴覚障害コ

ミュニケーション論Ｂ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：加藤靖佳 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な

事項 
・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 聴覚障害者におけるコミュニケーションについて理解を深め、聴覚障害者のコミュニケーションに関する基

礎的知識を学習することを目的とする。 

授業の概要 
	 聴覚障害者は、さまざまなコミュニケーション方法を用いている。聴覚障害者におけるコミュニケーション

についての諸問題を概観し、コミュニケーション支援について学習する。 
 

評価の方法 
	 出席とレポート 

授業計画 
第１回：聴覚障害とコミュニケーション 
第２・３回：コミュニケーション手段 
第４・５回：コミュニケーション支援 
第６・７回：音声とコミュニケーション 
第 8・９回：聴覚とコミュニケーション 
第 1０回：身体表現とコミュニケーション 
 
テキスト 
	 随時指示する 
 

参考書 
	 随時指示する 



 

 

授業科目名：聴覚障害言

語指導法Ｂ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：四日市章・鄭仁豪 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事

項 
・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
聴覚障害教育における言語の指導方法について、その基礎的な理念や方法について理解する。 

授業の概要 
	 音声言語を獲得する上でのハンディキャップをもつ聴覚障害児の教育では、言語指導は重要な位置を占める。

聴覚障害児への言語指導の理論や指導方法に関しては聾学校の実践を中心に長い歴史があり、多くの知見が蓄

積されている。本講義では言語指導に関する基本的な事項を中心に、その歴史的背景や指導の考え方、実際の

指導法等について学習する。歴史的な側面と発達の基礎については四日市が担当し、基礎理論・方法について

は鄭が担当する。	 

評価の方法 
授業への出席と討議への参加、レポートの作成によって評価する。 

授業計画 
第１～３回：聴覚障害教育における言語指導法の歴史（四日市） 
第４回：聴覚障害児の言語発達（四日市）	 

第５回：口話法教育における言語指導（鄭） 
第６・７回：聴覚活用による早期言語指導（鄭） 
第８回：言語指導における読話、キュードスピーチ、指文字、手話（鄭） 
第９回：聴覚障害児の読み書きの指導（鄭）  
第１０回：手話言語環境における言語指導（四日市） 

テキスト 
 

参考書 
	 R.C.Nowell & L.E.Marshak Understanding Deafness and the Rehabilitation Process. Allyn and Bacon, 1994.	 
	 草薙進郎他編著「聴覚障害児の教育と方法」コレール社	 
	 中野善達他編著「聴覚障害教育の基本と実際」（田研出版）	 

	 中野善達他著「わが国特殊教育の成立」	 東峰出版 

	 以下の各専門学術誌：聴覚障害、ろう教育科学、特殊教育学研究、聴覚言語障害、聴能言語学研究、障害科

学研究、音声言語医学、American	 Annals	 of	 the	 Deaf、Volta	 Review、Journal	 of	 Deaf	 Studies	 and	 Deaf	 

education、	 Journal	 of	 Speech,	 Language,	 and	 Hearing	 Research、	 Sign	 Language	 Studies	 



 

 
 

授業科目名： 
聴覚障害セミナーB 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：四日市章・鄭仁豪・ 
	 	 	 	 	 	 原島恒夫・加藤靖佳 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な

事項 
・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 聴覚障害教育に関する様々な先行研究を概観し、聴覚障害教育の問題点及びそれに関わる研究の所在に 
ついて知見を得ることを目的とする。 

・	 このセミナーを通じて、聴覚障害児教育に関する今日的課題を、学生自ら思考し、問題点を追求する基礎

的教育力を涵養する。 

授業の概要 
・	 聴覚障害教育の今日的課題を中心に文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法について、講義あるいは 
個人的に指導する。 

・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
授業への出席と討議への参加、レポートの作成と発表によって評価する。 

授業計画 
第 1回：セミナーオリエンテーション（四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 
第 2回：学術研究の読み方と解き方（四日市） 
第 3回：課題の設定－討議と決定	 （鄭） 
第 4回：先行研究レビューと報告の仕方（鄭） 
第 5回：先行研究の要約と報告(1)	 （加藤） 
第 6回：先行研究の要約と報告(2)	 （加藤） 
第 7回：先行研究の要約と報告(3)	 （原島） 
第 8回：先行研究の要約と報告(4)	 （原島） 
第 9回：全体ディスカッション	 （四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 
第 10回：検討会	 （四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 

テキスト：とくに指定しない。 

参考書 
	 書籍等	 ；聴覚障害関連の書籍、新聞記事、雑誌記事、 
	 学術誌等；聴覚障害、ろう教育科学、特殊教育学研究、障害科学研究、聴覚言語障害、聴能言語学研究、音

声言語医学、Audiology Japan, American Annals of the Deaf、Volta Review、Journal of Deaf Studies and 
Deaf education、 Journal of Speech, Language, and Hearing Research、 Sign Language Studies 



 

 

授業科目名：聴覚障害教

育学特講Ａ 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：四日市 章 
 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
聴覚障害教育の理論や指導方法について、内外の文献を基に、基礎的な知識を整理して理解を深めると共に、

新の知見について考察する。 

授業の概要 
	 聴覚障害の定義、聴覚障害教育の歴史、言語指導法、教育制度、教育内容、教育方法等について、内外の文

献をもとに講述し、聴覚障害教育における今日的な問題について考察する。	 

評価の方法 
	 授業への出席とそこでの討議、またレポート作成・発表によって評価する 
 

授業計画 
第１・２回：聴覚障害教育の原理 
第３～５回：聴覚障害の歴史	 

第６～９回：聴覚障害児の発達と教育 
第１０～１２回：聴覚障害児の言語指導 
第１３～１５回：聴覚障害とコミュニケーション 
第１６～１８回：聴覚障害児の教科指導  
第１９・２０回：社会と聾者 
 

テキスト 
 
参考書 
	 R.C.Nowell & L.E.Marshak Understanding Deafness and the Rehabilitation Process. Allyn and Bacon, 
1994.	 
	 草薙進郎他編著「聴覚障害児の教育と方法」コレール社	 1996	 
	 中野善達他編著「聴覚障害児の教育」福村出版	 1996	 
	 中野善達他著「わが国特殊教育の成立」	 東峰出版	 1967 
 



 

授業科目名： 
聴覚障害心理学特講A 

教員免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
2単位 

担当教員名： 
鄭	 仁豪 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
	 本授業では、認知・知能・言語・記憶・パーソナリティ等の個体発達側面と、家族関係、社会の態度等の	 	 	 	 環

境的側面との関連から聴覚障害をとらえ、聴覚障害児者の理解に必要な専門的知識を学習することを目的とする。 

授業の概要 
本授業は、聴覚障害児者の生涯に亘る発達を心理学的視点から捉え、聴覚将棋自社に関する専門的理解を深めるた

めの学習を進める。具体的には、認知・知能・言語・記憶・パーソナリティ等の個体発達側面と、家族関係、社会の

態度等の環境的側面との関連から聴覚障害をとらえ、聴覚障害児者の理解に必要な専門的知識を学習する。授業は、

討議と討論の形式を採り関連知識を深める。また、必要に応じて、 新の研究テーマや課題等の紹介を行う。 

評価の方法 
	 出席状況、レポートの内容、テストの成績により、総合的に評価する 

授業計画 
	 「聴覚障害とその多様性にふれる」 
第１回：障害モデルと聴覚障害のとらえ方 第 2回：聴覚障害の早期発見・診断の意義 
第３回：聴覚障害児者の情報利用の方略 
「聴覚障害と発達の関連を考える」 
	 第 4回：聴覚障害と発達の視点 
	 第 5回：聴覚障害と認知発達（1）：認知観と知的能力 
	 第 6回：聴覚障害と認知発達（2）：聴覚障害者の知的評価 
第７回：聴覚障害と言語発達（1）：言語発達の基礎を考える	 	 	 	  
	 第 8回：聴覚障害と言語発達（2）：音声言語発達を考える 
	 第 9回：聴覚障害と言語発達（3）：手話言語の獲得を考える 
	 第 10回：聴覚障害と言語発達（4）：文字言語の発達を考える 
	 第 11回：聴覚障害と記憶（1）：聴覚障害者の記憶の特徴 
	 第 12回：聴覚障害と記憶（2）：聴覚障害と情報処理 
	 「聴覚障害と社会文化を考える」	  
第 13回：聴覚障害と社会   第 14回：聴覚障害児者と家族との相互作用 
第 15回：聴覚障害児者の対人関係  第 16回：聴覚障害児者と情緒発達 
第 17回：聴覚障害児者と社会性の発達 第 18回：聴覚障害と文化 
第 19回： 近研究の紹介（1）：社会のイシューを考える 
第 20回： 近研究の紹介（2）：教育現場のイシューを考える 

テキスト 
	 とくに指定しない 



 

参考書 
	 中村満紀男・四日市章編著	 「障害科学とは何か」	 明石書店 
長崎勤・前川久男編著	 「障害理解のための心理学」	 明石書店 
	 中野善達・吉野公喜編著	 「聴覚障害の心理」田研出版 
	 Marshak,M. & Spencer,P.E. (2011) The Oxford Handbook of Deaf studies, Language, and Education. 
   Oxford University Press 
	 Martin,D.S.(1985) Cognition, Education, and Deafness. Gallaudet University Press 
  Paul,P.V. & Jackson,D.W.(1993) Toward a Psychology of Deafness. Allyn and Bacon.  
 	 その他の学術誌 
	 ・聴覚障害、ろう教育科学、特殊教育学研究、聴覚言語障害、障害科学研究 
	 ・American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and deaf Education, Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

授業科目名：聴覚障害病

態生理学特講A	 

教員の免許状取得のための 
選択科目	 

単位数：	 

２単位	 

担当教員名：原島恒夫	 

科	 目	 特別支援教育に関する科目	 

各科目に含めることが	 

必要な事項	 

	 	 

授業の到達目標及びテーマ	 

	 近年の医療技術の進歩はめざましく、聴覚障害の新生児スクリーニング、遺伝子診断、人工内耳などの 新の技術

を理解するための知識は聴覚障害児教育に携わる者にとっても必要不可欠である。本講義では、 新の医療技術と教

育との連携を実践するための研究的実践能力を身につけることを目標とする。	 

	 

授業の概要	 

	 聴覚障害の新生児スクリーニング、遺伝子診断、人工内耳について、国内外の 新の論文を読むことにより、聴覚

障害を巡る医療と教育に関する問題に目を向け、問題解決のための知識及び技能を学ぶ。	 

	 

評価の方法	 

	 討論への参加態度およびレポート	 

授業計画	 

第1回：オリエンテーション	 

第2〜4回：新生児スクリーニングの現状と諸問題	 

第5〜7回：遺伝子診断の現状と諸問題	 

第8〜10回：人工内耳の現状と諸問題	 

	 

テキスト	 

	 

参考書	 

Audiology	 Japan	 

Ear	 and	 Hearing	 

Journal	 of	 Speech	 and	 Hearing	 Research	 



 

 

授業科目名： 
聴覚障害実践実習 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：四日市章・鄭仁豪・ 
	 	 	 	 	 	 原島恒夫・加藤靖佳 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 聴覚障害教育の現場における見学・研修を通して、聴覚障害教育現場の現状と役割を体験するとともに、 
聴覚障害教育の現場に通用できる高度の専門的知識を理解する。 

授業の概要 
・	 基本的に 2日間（15時間）１ユニットの集中講義（見学または研修）のいずれかに参加する。 
・	 見学または研修は、附属特別支援学校または協力校の各学部にて実施する。 

評価の方法 
授業への出席と討議への参加、レポートの作成によって評価する。 

授業計画 
 
ユニット１：幼稚部での見学と研修（筑波大学附属聴覚特別支援学校・協力校）（四日市） 
（15時間）	 見学・研修終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット２：小学部での見学と研修（筑波大学附属聴覚特別支援学校・協力校）（鄭） 
（15時間）	 見学・研修終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット３：中学部での見学と指導（筑波大学附属聴覚特別支援学校・協力校）（原島）	 	 	 	  
（15時間）	 見学・研修終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット４：高等部及び専攻科での見学と実習	 （筑波大学附属聴覚特別支援学校・協力校）（加藤） 
（15時間）	 見学・研修終了後	 １時間の討議・まとめを行う。 
 

テキスト 
	 とくに指定しない 

参考書 
 
	 草薙進郎他編著「聴覚障害児の教育と方法」コレール社	 

	 中野善達他編著「聴覚障害教育の基本と実際」（田研出版）	 

	  



 

 

授業科目名：聴覚障害コ

ミュニケーション論Ａ 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：加藤靖佳 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
	 聴覚障害におけるコミュニケーションについて、先行研究から諸問題を整理し、聴覚障害に関するコミュニ

ケーションの課題について学ぶ。 

授業の概要 
	 聴覚障害とコミュニケーションについて、これまでの先行研究を概観する。聴覚障害者におけるコミュニケ

ーションに関する内外の論文をもとに講述し、聴覚障害に関するコミュニケーションの課題について考察する。 

評価の方法 
	 出席とレポート 

授業計画 
第１・２回：コミュニケーションの問題 
第３・４回：コミュニケーションと環境 
第５・６回：コミュニケーション行動 
第７・８回： コミュニケーション手段 
第９～1２回： 音声とコミュニケーション 
第 1３～16回：聴覚とコミュニケーション 
第１７・１８回：身体表現とコミュニケーション 
第１９回：音楽とコミュニケーション 
第２０回：コミュニケーション支援 

テキスト 
	 随時指示する 

参考書 
	 随時指示する 



 

授業科目名： 
聴覚障害セミナーA 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
2単位 

担当教員名：四日市章・鄭仁豪・ 
	 	 	 	 	 	 原島恒夫・加藤靖佳 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 聴覚障害教育に関するこれまでの先行研究をレビューし、そこから浮かび上がる問題点を理解することに

より、聴覚障害教育の課題について的確に把握する。このセミナーを通じて、聴覚障害児教育の今日的課

題を、学生自ら追求し、その問題点の根源に迫られる高度な専門的思考力を涵養する。 

授業の概要 
・	 聴覚障害教育に関わる様々な研究成果のなかから、特定のテーマについて、受講生自らの調べに基づき、	 	 

その概要に関するレポートを作成する。また、作成されたレポートに基づき、これまでの問題点と現存の

問題点について整理・分析を行い、今後の聴覚障害研究の方向性について、各自の研究テーマを設定する。 
・	 先行研究のレビュー課題を通して、文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法についても学ぶとともに、 
文献のレビューとそれに伴う討議を行うプログラムにより、 終的に自ら研究可能なテーマの設定を行う

ことにより、聴覚障害教育現場での研究を支える知識とスキルを学ぶ。	  

評価の方法 
授業への出席と討議への参加、レポートの作成と発表によって評価する。 

授業計画	  
第 1回：セミナー・オリエンテーション（四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 
第 2回～第 3回：レビュー課題の設定－討議(1)～(2)	 （四日市） 
第 4回：レビュー課題の設定－決定	 （四日市） 
第 5回～第 10回：先行研究のレビューと要約報告(1)～(6)	 （鄭） 
第 11回：全体討議(1)－先行研究の問題点	 （加藤） 
第 12回：全体討議(2)－今後の課題	 （加藤） 
第 13回～第 18回：今後の研究テーマの報告(1)～(6)	 （原島） 
第 19回：全体討議－研究の目的と意義	 （四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 
第 20回：全体討議－検討会（四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 

テキスト：	 とくに指定しない。 

参考書 
書	 籍：	 Martin,D.S. Cognition, Education and Deafness. Gallaudet University Press.1985 
  	 	 	 	 Marschark,M. & Clark,M.D. Psychological Perspectives on Deaf Vol.2  Lawrence Erlbaum 

associates Publishers. 1998. 
学術誌：	 聴覚障害、ろう教育科学、特殊教育学研究、障害科学研究、聴覚言語障害、聴能言語学研究、音声

言語医学、Audiology Japan, American Annals of the Deaf、Volta Review、Journal of Deaf Studies 
and Deaf education、  
Journal of Speech, Language, and Hearing Research、Sign Language Studies 



 

授業科目名： 
聴覚障害学研究法 

教員の免許状取得のための 
必修科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名： 四日市章・鄭仁豪・ 
	 	 	 	 	 	 原島恒夫・加藤靖佳 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 聴覚障害に関わる今日的課題を設定し、その課題について研究するための方法論について学ぶことを 
目的とする。 

・	 この授業を通じて、聴覚障害に関わる今日的課題を、学生自ら発見し、これまでの知見に基づき、適切な

対応方法を見つける力を涵養する。 

授業の概要 
・	 聴覚障害領域に関する研究テーマについて、学生が教員の指導の下で検討を行い、1 年間の研究課題を設
定する。授業では、研究テーマの設定から、文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法について、講義なら

びに演習を通じて指導を行う。得られた結果については、受講生同士の研究発表会形式の報告と討論を行う

ことにより、研究成果の報告の仕方をも学習する。 

評価の方法 
	 授業への出席と討議への参加、レポートの作成と発表によって評価する。 

授業計画 
第１回：研究法オリエンテーション（四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 

本年度の授業実施内容、実施形態、担当教員等を紹介する。 
この後、担当教員や受講内容等を決定する。 

第２回目以降～ 終回	 ：研究法の指導（四日市章・鄭仁豪・原島恒夫・加藤靖佳） 
各研究室単位でオリエンテーションを行い、担当教員の指導のもと、個人あるいはグルーで実験や調

査、文献の研究を計画し、研究の実施、データの分析、得られた結果に対する考察を行う。 
研究の成果を、各学期に実施する発表会で発表し、さらにレポートにまとめて提出する。 

テキスト 
特に指定しない。 

参考書 
	 特に指定しない。 



 

 
 

授業科目名： 
知的障害心理学特講Ｂ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：大六一志 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害，発達障害の発達支援に必要な教育心理学および発達心理学の基礎を学ぶ。すなわち，典型的な

発達と知的障害・発達障害の発達の異同を理解し，能力の水準に応じた適切な発達支援を理解する。 

授業の概要 
・	 知的障害，発達障害の発達支援に必要な教育心理学および発達心理学の基礎について講義する。典型的な

発達と知的障害，発達障害の異同について説明し，能力の水準に応じて考えるべき問題と，能力の水準に関係

なく蓄積されていく知識や経験の区別について講義する。また，個の特性に応じた適切な発達支援について講

義する。 

評価の方法 
レポート（80％程度），および授業へのコメント（20％程度）に基づき評価する。 

授業計画 
第１回：知的障害および発達障害の定義と分類 
第２回：基礎的認知機能（流動性能力）と習得知識（結晶性能力） 
第３回：知覚，注意 
第４回：学習，記憶 
第５回：言語，コミュニケーション 
第６回：読み書き，数概念 
第７回：メタ認知，問題解決 
第８回：動機づけ，自己意識 
第９回：認知発達のアセスメントと個別の指導計画 
第１０回：まとめと事例による検討 

テキスト 
指定なし 

参考書 
小池敏英・北島善夫（2001）知的障害の心理学：発達支援からの理解．北大路書房	 
梅谷忠勇・堅田明義（1998）知的障害児の心理学．田研出版	 
東條吉邦ほか編（2010）発達障害の臨床心理学．東京大学出版会 



 

 

授業科目名：知的障害病

態生理学特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：岡崎慎治 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 知的障害とこれに関連する発達障害，合併疾患等について，病態生理学的側面をライフサイクルの観点から

学ぶ。医学的側面の理解にとどまらず，実際の教育的支援でどのような特性を理解することが必要なのかにつ

いて考える機会としたい。 

授業の概要 
知的障害の定義と，定義に関連する病態生理学的所見について，ライフサイクル別に講述する。また，知的障

害に関連する発達障害，てんかんに代表される合併疾患についても触れる。それぞれの特徴から教育的支

援を進める際に配慮すべき点や支援の対象とすべき点などについて議論する。 
 
評価の方法 
出席状況とレポート課題から総合的に評価する。 

授業計画 
第１回	 知的障害の定義と病態生理 
第２回	 ライフサイクルと障害 
第３回	 出生前の障害 
第４回	 胎生期の障害 
第５回	 周生期の障害 
第６回	 出生後の障害 
第７回	 脳機能の発達 
第８回	 てんかんの病態生理 
第９回〜10回	 発達障害の病態生理 

テキスト 
杉山登志郎・原仁（編著）特別支援教育のための精神・神経医学，学研，2003 

参考書 
必要な場合，適宜講義内で紹介する。 
 



 

 

授業科目名：知的障害教

育特講B 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：米田宏樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及

び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害児（者）の社会的位置・役割価値について考える。 
・	 知的障害教育・福祉の歴史を知る。 
・	 生涯にわたる支援の観点から教育的支援の意義・役割を考える。 
・	 知的障害教育の実際について知る。 
 
授業の概要 
知的障害のある人々の生涯にわたる支援を実現するために、いかなる教育的支援や福祉的支援が必要なのか

を概観するとともに、知的障害のある人たちが「支援を受けながら自己実現を図る」力をつけていくために行

われるべき学校における指導と支援のあり方、個別の教育支援計画を媒介にした学校と諸機関・地域資源との

連携のあり方について講述する。 

評価の方法 
出席確認のリアクションペーパー（20点）と試験（80点）により総合的に評価する。 

授業計画 
第１回～2回：個人と家族，生活を取り巻く状況の変化(知的障害者教育・福祉の歴史) 
第 3回：知的障害のある人の生活と家族の生活 
第４回～５回：社会生活への参加とそれを支える仕組み（福祉・労働の制度） 
第６回～８回：社会参加と自律・自立を促す教育実践のあり方	  

幼稚園(部)～小学校（部）～中学校（部）～高校（高等部） 
第９回～10回：知的障害教育における教育実践情報の蓄積と個別の教育支援計画 
 

テキスト 
安藤隆男・中村満紀男編「特別支援教育を創造するための教育学」明石書店(出版予定)．他随時指示。 

参考書 
中村満紀男他編「理解と支援の特別支援教育」コレール社（出版予定）．他随時指示する。 



 

 

授業科目名：知的障害自

立活動特講B 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：（	 	 	 	 ）・米田宏樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 特別支援教育における自立活動の位置づけ・重要性について理解する。 
・	 知的障害教育のカリキュラムの独自性を理解する。 
・	 知的障害教育における自立活動の意義・必要性を理解する。 
・	 知的障害児への自立活動の指導実践のあり方を考える。 

授業の概要 
知的障害のある児童生徒に対する「自立活動」の指導に関して、その教育的意義、指導目標、指導計画、指導

内容及び指導方法、さらに指導の評価等より講述する。はじめに、自立活動の指導の基本を、障害種別を超え

て全般的に概述し、次いで、知的障害に焦点を絞り、知的障害ゆえの、固有の問題を中心に、知的障害児・者

に対する具体的指導内容・方法を解説する。 
 

評価の方法 
出席確認のリアクションペーパー（20点）と試験（80点）により総合的に評価する。 

授業計画 
第１回： 「養護・訓練」から「自立活動」へ 
第２回： 「精神遅滞」「知的障害」ということ 
第３回： 知的障害教育における教育課程 
第４回： Support、Empowermentについて 
第５回～8回： 自立活動の指導内容 5区分 22項目と知的障害児の指導について 
第９回～10回： 特別支援学校・特別支援学級・通常学級における知的障害児への「自立活動」の指導の実際 

テキスト 
盲学校，聾学校及び養護学校幼稚部教育要領（平成 11年 3月）, 盲学校，聾学校及び養護学校小学部・中学部
学習指導要領（平成 11年 3月告示、15年一部改正）, 盲学校，聾学校及び養護学校高等部学習指導要領（平
成 11年 3月告示、15年一部改正）． 
安藤隆男・中村満紀男編「特別支援教育を創造するための教育学」明石書店(出版予定)．他随時指示。 

参考書 
随時指示する。 



 

 

授業科目名：知的障害教

育特講A 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：米田宏樹 

科目 特別支援教に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害者処遇の歴史を学ぶ。 
・	 知的障害教育の方法論の展開を主な人物の論考を通して学ぶ。 
・	 知的障害教育の教育研究物（実践研究・学校紀要などの史資料）に触れ、教育実践の具体的展開を知る。 
・	 教育研究物を解読し議論する力を養う。 

授業の概要 
世界と日本における知的障害児教育の歴史と現在の動向を詳述するとともに，国内外の教育研究物（史資料）

の解読を通して、学校教育を中心とした知的障害児への教育的支援のあり方について討議する。 

評価の方法 
出席確認のリアクションペーパー（20点）と試験（80点）により総合的に評価する。 

授業計画 
第１回～3回：欧米における知的障害者の社会的・教育的処遇の歴史的展開 
第４回～6回：日本における知的障害者の社会的・教育的処遇の歴史的展開 
第 7回～10回：人物に見る知的障害教育方法史 

－セガン・マーテンス・ドクロリー・石井亮一・川田貞治郎・鈴木治太郎など－ 
第 11回～20回：知的障害教育研究物に見る教育実践の展開（史資料の解読とグループディスカッション） 

テキスト 
渡辺健治・清水貞夫(2000)障害児教育方法学の探求．田研出版．他随時指示。 

参考書 
中村満紀男他編「理解と支援の特別支援教育」コレール社（出版予定）．安藤隆男・中村満紀男編「特別支援教

育を創造するための教育学」明石書店(出版予定)．筑波大学特別支援教育実践センター編「特別支援教育の指
導法」教育出版．他随時指示。 



 

 

授業科目名： 
知的障害心理学特講Ａ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：大六一志 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害，発達障害における心理特性について，障害のタイプや程度ごとに理解する。 
・	 アセスメントに基づいて障害の程度や個人の心理特性を理解し，発達援助に結びつける手順を理解する。 

授業の概要 
・	 知的障害，発達障害を対象とし，障害のタイプや程度による心理特性の差異について講義する。また，認

知のメカニズムや認知発達の援助方法，知能検査を中心としたアセスメント結果を発達支援に結びつける考え

方などについて，事例の検討も交えながら講義する。 
本講義は臨床発達心理士・指定科目「認知発達とその支援」（２単位）に該当する。 
発達の基礎	 中項目１－１，１－２，１－４，１－５，１－８ 
評価と支援	 中項目３－１～３－７ 

評価の方法 
期末試験（40％程度），レポート（40％程度），および授業へのコメント（20％程度）に基づき評価する。 

授業計画 
第１回：知的障害および発達障害の定義と分類 
第２～３回：認知発達の個人差とアセスメント 
第４～５回：知的発達の障害と発達支援の技法 
第６～７回：認知の機構：ワーキングメモリ，実行機能，メタ認知 
第８～９回：言語発達，社会的認知の障害と発達支援の技法 
第１０回：読み書きの障害と発達支援の技法 
第１１～１３回：動機づけや情動が認知に及ぼす影響 
第１４～１６回：注意やプランニングのアセスメントと発達支援：PASS理論 
第１７～１９回：認知発達支援の技法，認知障害の支援の技法 
第２０回：まとめ 

テキスト 
指定なし 

参考書 
小池敏英・北島善夫（2001）知的障害の心理学：発達支援からの理解．北大路書房	 
梅谷忠勇・堅田明義（1998）知的障害児の心理学．田研出版	 
東條吉邦ほか編（2010）発達障害の臨床心理学．東京大学出版会 



 

 

授業科目名：知的障害自

立活動特講A 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：米田宏樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害教育における自立活動の位置づけについてこれまでの経緯を整理する。 
・	 知的障害教育における自立活動の時間の指導のあり方を討議する。 
・	 知的障害教育における領域・教科あわせた指導における自立活動の指導のあり方を討議する。 
・	 種々のアセスメント方法・指導技法の教育実践現場での活用のあり方について討議する。 

授業の概要 
知的障害教育における自立活動のとらえられ方について、歴史的経緯を踏まえ深く理解するとともに、今後

あるべき知的障害教育の自立活動について、アセスメント方法、指導技法、学校における指導の実際から討議・

考察を深める。 

評価の方法 
出席確認のリアクションペーパー（20点）と試験（80点）により総合的に評価する。 

授業計画 
第１回～3回：知的障害教育方法・教育課程の議論に見る「養護・訓練」「自立活動」の位置づけ 
第４回～７回：知的障害特別支援学校・特別支援学級における「自立活動」の実践の探求（時間の指導とあわ

せた指導の実践例の分析と討議） 
第８回～10回：知的障害教育実践におけるアセスメント方法・指導技法の活用の現状と課題 

テキスト 
文部省『盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領（平成 11年 3月）解説－自立活動編－』 
渡辺健治・清水貞夫(2000)障害児教育方法学の探求．田研出版．他随時指示。 

参考書 
中村満紀男他編「理解と支援の特別支援教育」コレール社（出版予定）．安藤隆男・中村満紀男編「特別支援教

育を創造するための教育学」明石書店(出版予定)．筑波大学特別支援教育実践センター編「特別支援教育の指
導法」教育出版．他随時指示。 



 

 
 

授業科目名：知的障害実

践実習 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：米田宏樹・大六一志・

岡崎慎治・園山繁樹・野呂文行 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害教育・福祉に関係する様々な教育・福祉の現場を観察し、それぞれの現状、役割を理解する。 
・	 観察で得られた知見を討議することで、知的障害教育・福祉全体の位置づけや役割、特徴をより深く理解

する。 

授業の概要 
・	 基本的に 2日間（15時間）１ユニットの集中講義（観察）のいずれかに参加する。観察対象は、知的障害
特別支援学級、知的障害特別支援学校、知的障害児（者）施設の観察を実施する。 

評価の方法 
・観察実習や討論における参加状況等を総合的に評価する。 

授業計画 
 
ユニット１：筑波大学附属大塚特別支援学校の観察 
（15時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット２：筑波大学久里浜特別支援学校の観察 
（15時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット３：茨城県つくば市内公立知的障害特別支援学校・特別支援学級の観察 
（15時間）	 	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット４：茨城県つくば市内知的障害者施設の観察 
（15時間）	 	 観察終了後	 １時間の討議・まとめを行う。 

テキスト 
	 随時指示する。 
 
参考書 
	 随時指示する。 
 



 

 

授業科目名：発達障害心

理・指導法特講B 
教員の免許状取得のための 

必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：岡崎慎治・熊谷恵子 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 
・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 発達障害児の中でも通常学級に在籍している場合が多い学習障害，注意欠陥／多動性障害，高機能自閉症や

アスペルガー障害について，その心理特性を理解する。そして，対象の子どもの特性をふまえた指導を個別の

指導計画の中でどのように立案し，実行するかについて理解する。 

授業の概要 
特別支援教育における発達障害児の支援体制と，発達障害の心理特性と支援について講義する。続いて心理特

性をふまえた個別の支援計画や指導計画を子どもの在籍する学校や状況をあわせてどのように立案実施するか

について，事例検討を含めて議論する。 
 
評価の方法 
出席状況とレポート課題から総合的に評価する。 

授業計画 
第１回	 特別支援教育のシステム	 

第２回	 学習障害の理解と支援	 

第３回	 ADHDの理解と支援	 

第４回	 高機能自閉症・アスペルガー障害の理解と支援	 

第５回	 心理・教育的アセスメントの活用	 

第６回	 個別の教育支援計画	 

第７回	 教科における発達障害時の指導法	 

第８回	 社会スキルの指導法	 

第９回	 事例検討1	 

	 第10回	 事例検討2 

テキスト 
上野一彦・花熊暁（編）軽度発達障害の教育．日本文化科学社，2006 

参考書 
下司昌一（編）現場で役立つ特別支援教育ハンドブック．日本文化科学社，2005 



 

 
 

授業科目名：発達障害心

理・指導法特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：熊谷恵子・岡崎慎治 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
	 知的発達に遅れはないか比較的軽度の遅れにもかかわらず学習面や行動面，生活面に困難を示す発達障害児

の心理特性を理解するとともに，理解のためのアセスメント等の方法論について理解する。そして，対象の子

どもの特性をふまえた指導を個別の指導計画の中でどのように立案し，実行するかについて理解するとともに，

先行研究のレビューを通して 近の知見への理解を深める。 

授業の概要 
特別支援教育における通常学級に在籍する児童生徒を含めた発達障害児の支援体制と，LD，ADHD，高機能
自閉症等に代表される発達障害の心理特性と支援について講義する。続いて心理特性をふまえた個別の支援計

画や指導計画を子どもの在籍する学校や状況をあわせてどのように立案実施するかについて，事例検討を含め

て議論する。 

評価の方法 
出席状況と演習における発表ならびに質疑から総合的に評価する。 

授業計画 
第１回	 特別支援教育のシステム	 	 第11回〜15回	 認知特性をふまえた支援計画立案演習	 

第２回	 学習障害の理解と支援	 	 第16回〜第20回	 先行研究のレビュー・討論	 

第３回	 ADHDの理解と支援	 	 	 

第４回	 高機能自閉症・アスペルガー	 	 

	 	 	 	 障害の理解と支援	 	 	 	 	 	 	 

第５回	 軽度知的障害の理解と支援	 	 	 

第６回	 心理・教育的アセスメントの活用（1）	 	 	 	 	 	 	 	 	 

第７回	 心理・教育的アセスメントの活用（2）	 

第８回	 個別の教育支援計画	 

第９回	 個別の指導計画	 

	 第10回	 通常学級における支援 

テキスト 
上野一彦・花熊暁（編）軽度発達障害の教育．日本文化科学社，2006 

参考書 
下司昌一（編）現場で役立つ特別支援教育ハンドブック．日本文化科学社，2005 



 

 

授業科目名：行動障害指

導特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：園山繁樹・野呂文行 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 自閉症、不登校、選択性緘黙についての基礎的知識（原因、心理的特徴、行動的特徴など）を習得する。 
・	 自閉症、不登校、選択性緘黙についての基本的な指導法の理論と方法についての理解を深める。 

授業の概要 
・	 行動障害を、自閉症をはじめとした一次性の行動障害と、選択性緘黙や不登校などの二次性の行動障害に

分け、それぞれの原因論や特徴について学ぶ。 
・	 行動障害を示す児童生徒に対する主として学校における指導法に関する基礎的知識と方法について、テキ

スト、資料、事例を通して学ぶ。 

評価の方法 
・授業の出席状況、期末試験の成績を総合的に評価する。 
・期末試験の受験資格は、授業出席が２／３以上。 

授業計画 
第１回：自閉症の原因論の変遷と心理的特徴 
第 2回：自閉症の認知的特徴と行動的特徴 
第 3回：自閉症児の指導法の基礎的理論と方法 
第 4回：自閉症児の指導の実際（１） 
第 5回：自閉症児の指導の実際（２） 
第 6回：選択性緘黙のタイプと心理的・行動的特徴、及び関連要因 
第 7回：選択性緘黙児に対する指導法 
第 8回：不登校のタイプと心理的・行動的特徴、及び関連要因 
第 9回：不登校児に対する指導法（１） 
第 10回：不登校児童生徒に対する指導法（２） 

テキスト 
なし 

参考書 
・	 小林重雄・園山繁樹・野口幸弘編（2003）「自閉性障害の理解と援助」コレール社 
・	 小野昌彦（2006）「不登校ゼロの達成」明治図書 
・	 藤原義博・今野義孝編（2002）「発達臨床心理学」コレール社 



 

授業科目名：行動障害指

導特講Ａ 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：園山繁樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 行動障害を示す自閉症、強度行動障害、ダウン症の青年期急激退行、不登校に関する特徴や背景要因を理

解する。 
・	 行動障害を示す自閉症、強度行動障害、ダウン症の青年期急激退行、不登校に関する具体的指導法に関す

る知識を深める。 
・	 行動障害を示す幼児児童生徒に対するアセスメントと的確な指導計画を作成する力を涵養する。 
授業の概要 
・	 行動・情緒・社会上の障害を示す幼児・児童・生徒・成人に関して、アセスメント方法、指導計画の立案の理論と方法につい

て概説し、その基礎的知識を習得する。 
・	 行動理論・応用行動分析学・行動療法の立場の方法論を中心とした講義を行う。 
・	 自閉症を中心に、強度行動障害、ダウン症の人の青年期急激退行、不登校について、テキストに加え、 近の実践研究論文を

取り上げる。 
・	 本講義は臨床発達心理士・指定科目「社会・情動の発達とその支援」（２単位）に該当する。 

発達の基礎	 中項目１－１，１－５～１－７ 
評価と支援	 中項目２－１，２－２，２－５，３－１，３－２ 

評価の方法 
・授業の出席状況（２／３以上）と期末試験の成績、課題レポートを総合的に評価する。 

授業計画 
第１回：行動障害のタイプと背景要因	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 11回：ダウン症の急激退行の症状と背景 

第 2回：行動障害に関係する障害とその特徴	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 12回：ダウン症の急激退行の援助の方法 

第 3回：自閉症の行動障害の援助の基礎	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 13回：ダウン症の急激退行の援助の実際 

第 4回：自閉症の行動障害の援助の方法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 14回：不登校の原因とタイプ 

第 5回：複数の行動問題を示す自閉症生徒への援助事例	 	 	 	 第 15回：不登校の援助の方法（１） 

第 6回：強固な行動障害を示す自閉症生徒への援助事例	 	 	 	 第 16回：不登校の援助の方法（２） 

第 7回：乱暴な行動を示す自閉症生徒への援助事例	 	 	 	 	 	 第 17回：不登校の援助事例（１） 

第 8回：頻繁な他傷行動を示す重度知的障害者への援助事例	 	 第 18回：不登校の援助事例（２） 

第 9回：引きこもりを示す自閉症者への援助事例	 	 	 	 	 	 	 第 19回：不登校の援助事例（３） 

第 10回：自閉症児者の行動障害のまとめ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  第 20回：まとめ 

テキスト 
・	 長畑正道・小林重雄・野口幸弘・園山繁樹編（2000)「行動障害の理解と援助」コレール社 

参考書 
・	 小林重雄・園山繁樹・野口幸弘編(2003)「自閉性障害の理解と援助」コレール社	 
・	 ルイセリー ＆ キャメロン編（園山繁樹他訳）(2001)「挑戦的行動の先行子操作」二瓶社	 
・	 小林・小野（2005）「教師のための不登校サポートマニュアル」明治図書 



 

 

授業科目名：知的・発

達・行動障害セミナーＡ 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：大六一志・米田宏樹 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的障害，発達障害に関する 新の動向について，文献を通して知識を学び，また議論する。 
・	 知的障害，発達障害の心理や教育に関する今日的課題について，学生自らの観点から思考し，自分なりの

回答を見つける力を養う。 

授業の概要 
・	 知的障害，発達障害等について，認知神経心理学・教育学に関わる研究論文や書籍を講読し，議論する。

これにより，これまでの研究成果および 近の研究動向について学習し，知的障害，発達障害等をめぐる心理

学的メカニズム，発達援助法，教育や制度についての理解を深めるとともに，根拠に基づいて自分なりの観点

や意見をもつようになることを目指す。 
	 本授業は臨床発達心理士・指定科目「認知発達とその支援」（２単位）に該当する。 

発達の基礎	 中項目１－２，１－４，１－５，１－８ 
評価と支援	 中項目２－１，３－１～３－５ 

評価の方法 
発表（40％程度），レポート（40％程度），および授業へのコメント（20％程度）に基づき評価する。 

授業計画 
第１回：前半の文献の選択と分担 
第２回：文献の背景となる基礎知識についての講義：認知の基礎過程，個人差の査定，文献の読み取り方 
第３～８回：文献および関連文献の発表と議論 
第９回：発表の総括とレポート課題の出題 
第１０回：知識のチェックテストとレポートの発表 
第１１回：後半の文献の選択と分担 
第１２回：文献の背景となる基礎知識についての講義：初期発達・社会的認知・言語・知能の障害と発達支援 
第１３～１８回：文献および関連文献の発表と議論 
第１９回：発表の総括とレポート課題の出題 
第２０回：知識のチェックテストとレポートの発表 

テキスト 
	 障害の認知神経心理学的メカニズムに関する文献，および，教育や制度に関する文献を適宜選定 

参考書 
なし 



 

 

授業科目名：行動問題面

接指導法特講 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：野呂文行 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
通常の学級において、行動上の問題のある児童・生徒に対して、臨床教育相談を実施する上で必要とされる面

接（カウンセリング）に関わる理論・技法について習得する。 

授業の概要 
・通常の学級において、行動上の問題のある児童・生徒に対して、臨床教育相談を実施する上で必要とされる

面接技法について、特に行動的カウンセリングの基礎となる理論と、その理論に基づく指導・援助技法につい

て演習や実習をまじえながら講義をする。 
・本講義は臨床発達心理士・指定科目「社会・情動の発達とその支援」（２単位）に該当する。 
発達の基礎	 中項目１－１，１－２，１，６，１－７ 
評価と支援	 中項目２－１～２－５，３－２ 

評価の方法 
・出席とレポートにより評価する 

授業計画 
第１回：通常の学級に在籍する行動問題を示す児童生徒への支援（面接・コンサルテーションを中心に） 
第２・３回：支援を検討する枠組み（応用行動分析学を中心に） 
第４・５回：対象児童生徒への直接的支援（面接等を通じて） 
第６～９回：担任教師や学校に対する支援（コンサルテーション・コーディネーション・コラボレーション） 
第１０～１５回：行動問題を示す児童生徒に対する直接的支援に関する実習 
（行動の評価とそれに基づく面接等の支援） 
第１６～２０回：担任教師や学校に対する支援に関する実習 
（仮想事例を用いて、情報の整理とそれに基づくケース会議の実施） 

 
テキスト 
指定せず 

参考書 
授業中に紹介する。 



 

 

授業科目名：自閉症スペ

クトラム障害専門実習 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
３単位 

担当教員名：園山繁樹、野呂文行 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 自閉症スペクトラム障害児に対する臨床指導の方法論と具体的な指導技術を習得する。 
・	 自閉症スペクトラム障害児の個別の教育ニーズを把握する力、及びそのニーズに応じた指導計画の立案・

実践ができる力を涵養する。 

授業の概要 
・	 自閉症や広汎性発達障害児などの自閉症スペクトラム障害の幼児児童生徒の臨床指導に参加し、応用行動

分析学及び行動変容法の立場から、学生自身でアセスメント、指導計画の立案、実際の指導を行い、基本

的な援助アプローチの知識と技術を学習する。 
・	 臨床指導は学生 5～6名のグループで行う。 
・	 担当教員及びティーチングアシスタントによる事前指導と事後指導を行うとともに、実際の指導場面にお

いても指導技術等について助言を行う。 

評価の方法 
・グループミーティングや実習等への参加態度等を総合的に評価する。 

授業計画 
第１回：オリエンテーション－授業の進め方、指導の留意事項、倫理的配慮－ 
第 2回以降はグループによる臨床指導を次のような手順で行う。 
①事前ミーティング 
②指導計画の作成と実際の指導 
③担当教員による実際の指導における助言及び事後指導 
④事後ミーティング 
⑤指導結果の作成 

テキスト 
・	 ミルテンバーガー著（園山繁樹・野呂文行・渡部匡隆・大石幸二 訳）(2006)「行動変容法入門」二瓶社 

参考書 
・	 小林・園山・野口編著(2003)「自閉性障害の理解と援助」コレール社	 
・	 長畑・小林・野口・園山編著（2001)「行動障害の理解と援助」コレール社	 
・	 小林重雄監修(1997)「応用行動分析学入門」学苑社	 



 

 

授業科目名：知的・発

達・行動障害研究法 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
３単位 

担当教員名：米田宏樹・大六一志・

岡崎慎治・園山繁樹・野呂文行 ・熊
谷恵子 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 知的・発達・行動障害に関わる、今日的課題を設定し、その課題について研究するための方法論について

学ぶ。 
・	 この授業を通じて、知的・発達・行動障害の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答

を見つける力を涵養する。 

授業の概要 
・	 学生に課題があり、それが、講義内容に対し妥当なものであれば、それを中心にデータ・文献の集め方、

集約の仕方、文章化の方法について、講義ならびに演習を通じて指導する。得られた結果に対し、受講生同士

で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。発表会を開催し、研究成果を発表する。 
 
評価の方法 
・授業・発表会への参加状況、レポートの内容等を勘案し、総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：全体オリエンテーションを行う。本年度の授業実施内容、実施形態、担当教員を紹介する。この後、

学生の希望する担当教員について調査を行い、受講内容を決定する。 
第２回目以降は、各研究室単位でオリエンテーションを行い、担当教員の指導のもと、個人あるいはグルーで

実験や調査、文献の研究を計画し、研究の実施、データの分析、得られた結果に対する考察を行う。研究の

成果を、各学期に実施する発表会で発表し、さらにレポートにまとめて提出する。 

テキスト 
『障害科学の展開	 第 6巻	 研究法』明石書店． 

参考書 
随時指示する。 



 

 
 
 
 
 

授業科目名：運動障害心

理学特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：川間健之介 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 運動障害児者の心理的特徴の理論と発達・臨床の基礎を学ぶ。 

授業の概要 
	 運動障害児の発達、中途障害による運動障害者の心理的特徴に関する基礎的な理論、発達・心理の捉え方、

発達臨床、心理臨床の基礎について解説を行う。 

評価の方法 
	 課題レポートによって評価する。 

授業計画 

第１回：イントロダクション����	 
第２回：運動障害とは	 

第３回：運動発達�������	 
第４回：脳性まひ����������������	 
第５回：運動学習をめぐる諸理論�������������������	 
第６回：運動障害が認知及び学力に及ぼす影響�１�����	 
第７回：運動障害が認知及び学力に及ぼす影響	 ２	 

第８回：運動障害児の社会性の発達���	 
第９回：中途障害者の心理的課題��������������������	 
第10回：総括�	 �����	 
テキスト 
 

参考書 
	 西川公司・川間健之介編著：肢体不自由児の教育	 放送大学教育振興会 
 



 

授業科目名：運動障害病

態生理学特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：竹田一則 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 運動障害とは何かを説明できる。 
・	 人の骨格の特徴と骨の基本的な構造と機能について説明できる。 
・	 人の骨格筋の基本的な構造と機能について説明できる。 
・	 筋収縮のメカニズムについて説明できる。 
・	 随意運動に関連した中枢神経系の役割について説明できる。 

授業の概要 
運動障害の病態生理について基礎的な理解をするため、骨・筋ならびに運動に関わる中枢神経系の機能と構

造の基礎および、その障害について学ぶ。 

評価の方法 
講義への出席状況ならびに期末試験の成績により評価を行う。 

授業計画 
第１週．オリエンテーション・運動障害とは何か	 

	 第２週．骨のマクロの構造と機能	 

	 第３週．骨の微細構造とホルモン	 

	 第４週．骨格筋のマクロの構造と機能	 

	 第５週．骨格筋の微細構造と筋収縮のメカニズム	 

	 第６週．運動に関わる神経系の構造と機能-1	 

	 第７週．運動に関わる神経系の構造と機能-2	 

	 第８週．脳性まひ-1	 

	 第９週．脳性まひ-2	 

	 第10週．まとめ	 

テキスト 
竹田一則（著）やさしい医学・生理学 （ジアース教育新社） 

参考書 
宮本信也,竹田一則（編）障害理解のための医学・生理学（明石書店）	 



  

授業科目名：運動障害教

育学特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 

1単位 
担当教員名：安藤隆男：（	 	 	 	 ） 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・特別支援学校及び特別支援学級等における運動障害教育の現状と今日的な諸問題を理解する。また、理解を

深めるために肢体不自由特別支援学校での教育実践を見学する。	 

・テーマとしては、障害の重度・重複化にともなう学習指導要領の変遷による改訂の経過を中心に、教育課程

の個別化、多様化を論じる。また、肢体不自由教育における自立活動等の教育実践を取り上げる。	  

授業の概要 
	 運動障害児の教育上配慮すべき発達特性、運動障害教育独自の教育課程、障害の重度・重複化及び多様化に

対応した指導法、さらに個別の指導計画・個別の教育支援計画等の今日的課題を歴史的、社会的な観点を含め

て講述する。 
 
授業計画 
第１回：運動障害児の発達特性 
第２回：運動障害教育の歴史（1）外国 
第３回：運動障害教育の歴史（2）日本 
第４回：障害の重度・重複化による運動障害教育の教育課程の多様化と個別化 
第５回：学習指導要領における養護・訓練から自立活動への変更	 	  
第６回：運動障害教育における知覚・運動学習等の指導法	 

第７回：ライフサイクルからみた運動障害教育と福祉・医療との連携	 

第８回：運動障害教育における移行支援（進路指導）の意義と課題	 

第９回：運動障害児をめぐる統合教育・教育の場の多様化	 

第１０回：これからの運動障害教育の新展望	 

 
テキスト 
	 特に定めず、授業時に適宜文献を提示し，講義資料を配付する。 
 
参考書 
	 特に定めない。 
 



 

 
 
 

授業科目名：運動障害自

立活動特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：安藤	 隆男 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科

目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 運動障害教育における個別の指導計画作成の意義を理解し、実態把握(教育的診断)から目標、内容の設定に
至る手続きについて具体的に学ぶ。 

・	 運動障害児の自立活動の指導の実際について、臨床動作法の理論と手法を用いて、学生相互で体験的に学

ぶ。 

授業の概要 
障害が重度・重複化する運動障害教育における自立活動の指導について、個別の指導計画作成および自立活

動の時間における指導の実際について体験的に学び、自立活動の基礎を理解する。 

評価の方法 
	 体験的な学修内容であるので、出席を重視するとともに、体験した内容について理論的に整理するためのレ

ポート作成もあわせて重視する。 

授業計画 
第１回	 	 	 個別の指導計画の意義と課題	 

	 	 	 	 第２～４回	 個別の指導計画作成の実際(事例的検討)	 

	 	 	 	 第５回	 	 	 個別の指導計画作成についての評価	 

	 	 	 	 第６回	 	 	 臨床動作法の理論	 

	 	 	 	 第７回	 	 	 座位モデルパターン動作の考え方と実際	 

第８回	 	 	 立位モデルパターン動作の考え方と実際	 

第９回	 	 	 歩行動作の考え方と実際	 

第 10回 	 	 臨床事例の紹介と討議 

テキスト 
とくになし 

参考書 
適宜指示する。 



 

 
 

授業科目名：運動障害 
セミナーB 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：安藤隆男・竹田一則 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 脳性麻痺をはじめとする運動障害がある児童生徒に関わる基本的課題を設定し、文献等を通してその背景、

問題点、解決策などにつき討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、脳性麻痺をはじめとする運動障害がある児童生徒に関する、現在の基本的課題を、

学生自らの観点から思考し専門的問題意識の向上を涵養する。 

授業の概要 
・	 脳性麻痺をはじめとする運動障害がある児童生徒に関わる基礎的課題（例：特別支援教育、医学・医療、

看護、リハビリテーションを取り巻く諸問題）を中心に文献を通して指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
	 各回の出席および発表、レポートの提出をもって評価する。 

授業計画 
第１回： オリエンテーション 
第２回： 基礎的課題の設定Ⅰ－討議、決定 
第３回： 文献の収集 
第４回： 各自の文献の要約発表Ⅰ-１ 
第５回： 各自の文献の要約発表Ⅰ-２ 
第６回： 基礎的課題の設定Ⅱ－討議、決定 
第７回： 文献の収集 
第８回： 各自の文献の要約発表Ⅱ-１ 
第９回： 各自の文献の要約発表Ⅱ-２ 
第１０回： まとめ 

テキスト 
特になし 

参考書 
特になし 



  

 

授業科目名：運動障害 
心理学特講Ａ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：川間健之介 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

 
授業の到達目標及びテーマ 
	 運動障害児・者の心理，臨床に関する基礎的，実践的研究について，より進んだ専門知識を習得する。 
 

授業の概要 
	 運動障害児・者の心理，臨床に関する基礎的，実践的研究について，詳しく解説を行う。 
 

授業計画 
 
第１回：イントロダクション 
第２回：運動障害児・者の認知発達，新しい認知の形成Ⅰ 
第３回：運動障害児・者の認知発達，新しい認知の形成Ⅱ 
第４回：運動障害児・者の認知発達，新しい認知の形成Ⅲ 
第５回：運動障害児・者のための心理アセスメントと指導Ⅰ 
第６回：運動障害児・者のための心理アセスメントと指導Ⅱ 
第７回：運動障害児・者のための心理アセスメントと指導Ⅲ 
第８回：運動障害児・者の生涯発達移行の理論 
第９回：運動障害児・者の生涯発達移行支援Ⅰ 
第１０回：運動障害児・者の生涯発達移行支援Ⅱ 
第１１回：運動障害者（中途障害）の心理的適応の理論 
第１２回：運動障害者（中途障害）の心理的適応支援 
第１３回：運動障害児の家族の支援Ⅰ 
第１４回：運動障害児の家族の支援Ⅱ 
第１５回：運動障害者と介助者の対人心理学Ⅰ 
第１６回：運動障害者と介助者の対人心理学Ⅱ 
第１７回：運動障害者と介助者の対人心理学Ⅲ 
第１８回：重症心身障害児の生理心理学的研究 
第１９回：重症心身障害児の発達指導 
第２０回：エピローグ：新たなる統合的理論の構築に向けて 
 
テキスト 
 
参考書 
	 特殊教育学研究，障害科学研究，総合リハビリテーション，リハビリテーション連携科学，Rehabilitation 
psychology等の学術雑誌 
片桐和雄,	 小池敏英，北島善夫：重症心身障害児の認知発達とその援助	 生理心理学的アプローチの展開．

北大路書房，京都(1999)	 



 

授業科目名：運動障害病

態生理学特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：竹田一則 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 運動を制御する中枢神経系の構造と機能について説明できる。 
・	 脳性麻痺の病態生理ならびに合併症について説明できる。 
・	 主な筋疾患の病態生理ならびに合併症について説明できる。 
・	 骨疾患の病態生理ならびに合併症について説明できる。 
・	 脳血管障害の病態生理ならびに合併症について説明できる。 
・	 脊髄疾患の病態生理ならびに合併症について説明できる。 
・	 重症心身障害者の病態生理ならびに合併症について説明できる。 

授業の概要 
運動障害の病態生理について理解を深める。運動障害の病態生理を理解するために必要な、中枢神経系の機

能構造について学び、さらに脳性麻痺、筋疾患、骨疾患、脳血管障害などを中心として、運動障害の原因とな

る疾病の病態について学ぶ。 
 
授業計画 
第１回：オリエンテーション	 

第２回：中枢神経系の機能と構造-1	 

第３回：中枢神経系の機能と構造-2	 

第４回：中枢神経系の機能と構造-3	 

第５回：脳性麻痺の病態-1	 

第６回：脳性麻痺の病態-2	 

第７回：脳性麻痺の病態-3	 

第８回：脳性麻痺の病態-4	 

第９回：筋疾患の病態-1	 

第１0回：	 筋疾患の病態-2	 

第１1回：骨疾患の病態-1	 

第1２回：骨疾患の病態-2	 

第1３回：脳血管障害の病態-1	 

第1４回：脳血管障害の病態-2	 

第1５回：脳血管障害の病態-3	 

第1６回：脊髄疾患の病態-1	 

第1７回：脊髄疾患の病態-2	 

第1８回：重症心身障害者の病態-1	 

第1９回：重症心身障害者の病態-2	 

第２０回：	 まとめ 
テキスト 
	 特に定めず、授業時に適宜文献を提示し，講義資料を配付する。 

参考書 
	 特に定めない。 



 

授業科目名：運動障害自

立活動特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：安藤隆男 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 運動障害教育における自立活動の位置づけについてこれまでの経緯を整理する。 
・	 運動障害教育における自立活動の時間の指導のあり方を討議する。 
・	 運動障害教育における領域・教科あわせた指導における自立活動の指導のあり方を討議する。 
・	 種々のアセスメント方法・指導技法の教育実践現場での活用のあり方について討議する。 
 

授業の概要 
運動障害教育における自立活動について、各分野について深く理解するとともに、今後あるべき運動障害教

育の自立活動について、アセスメント方法、指導技法、学校における指導の実際から討議・考察を深める。 
 

授業計画 
第１～２回．教育課程における「自立活動」の意義	 

	 	 	 	 第３～４回．運動障害・健康障害の「自立活動」の特色	 

	 	 	 	 第５～８回．「身体の動き」について	 

	 	 	 	 第９～１０回	 ハンドリングの基本	 

	 	 	 	 第１１～１３回	 「心理的安定」について	 

第１４～１５回	 「環境の把握」について	 

第１６～１８回	 「健康の保持」について	 

第１９～２０回	 「コミュニケーション」について 
 
 
テキスト 
文部省『盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領（平成 11年 3月）解説－自立活動編－』 
 
参考書 
各分野ごとに適宜指示する。 



 

 

授業科目名：運動障害実

践実習 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：安藤隆男・竹田一則・

川間健之介 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 運動障害（肢体不自由）の教育に関係する様々な教育・医療・福祉の現場を観察し、それぞれの現状、役

割を理解する。 
・	 観察で得られた知見を討議することで、肢体不自由教育全体の位置づけや役割、特徴をより深く理解する。 

授業の概要 
・	 基本的に 2日間（15時間）１ユニットの集中講義（観察）のいずれかに参加する。観察対象は、肢体不自
由特別支援学校、肢体不自由特別支援学級、通級指導教室及び通常の学級、肢体不自由児施設、重症心身障害

児施設、地域療育センター等の観察を実施する。 

評価の方法 
・事前の課題整理と提出、レポートの提出、討議への参加により総合的に評価を行う。 

授業計画 
 
ユニット１：筑波大学附属桐が丘特別支援学校（本校・施設内学級）の観察 
（15時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット２：心身障害児総合医療療育センター（整肢療護園・むらさき愛育園）の観察 
（15時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット３：公立特別支援学校（自立活動部、地域支援部など）リハビリテーションセンターの観察 
（15時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
ユニット４：公立小･中学校（特別支援学級、通級指導教室）、地域リハビリテーションセンターの観察 
（15時間）	 観察終了後	 １時間の討議・まとめを行う。 
 
テキスト 
	 	 特に定めない。 

参考書 
	 	 特に定めない。 



 

授業科目名：健康障害 
心理学特講Ｂ 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：（	 	 	 	 	 ） 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 健康障害児・者の心理的特徴の理論と発達・心理臨床の基礎を学ぶ。 
 

授業の概要 
	 健康障害児の発達，中途発病による健康障害者の心理的特徴に関する基礎的な理論，発達・心理のとらえ方，

発達臨床，心理臨床の基礎について解説を行う。 
 
 

授業計画 
第１回：イントロダクション 
第２回：健康障害と発達 
第３回：健康障害児の心理の特徴（身体的疾患） 
第４回：健康障害児の心理の特徴（精神的疾患） 
第５回：中途障害としての健康障害児の心理的特徴 
第６回：健康障害児・者のための心理アセスメント方法Ⅰ 
第７回：健康障害児・者のための心理アセスメント方法Ⅱ 
第８回：健康障害児・者の発達，心理援助のための諸理論と実践事例Ⅰ（幼児） 
第９回：健康障害児・者の発達，心理援助のための諸理論と実践事例Ⅱ（児童） 
第 10回：健康障害者の心理援助のための諸理論と実践事例（成人） 
 
テキスト 
 
 
参考書 
加藤忠明他著	 「すぐに役立つ	 小児慢性疾患	 支援マニュアル」	 東京書籍 
谷川弘治他編著	 「病気の子どもの心理社会的支援入門－医療保育・病弱教育・医療ソーシャルワーク・心理

臨床を学ぶ人に」ナカニシヤ出版 



 

 
 
 
 

授業科目名：健康障害病

態生理学特講B 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
1単位 

担当教員名：竹田一則 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 健康障害と病弱・虚弱児者の概念について説明できる。 
・	 小児の健康障害（病弱・虚弱）の病態のうち、アレルギー疾患について説明できる。 
・	 小児の健康障害（病弱・虚弱）の病態のうち、肥満とメタボリック症候群について説明できる。 
・	 小児の健康障害（病弱・虚弱）の病態のうち、心身症と摂食障害などについて説明できる。 

授業の概要 

小児期の健康障害の基礎的な病態生理を理解するために、小児期における疾病の経過および

特徴と、主な疾患の病態生理ならびにその治療について理解する。 
 
評価の方法 
講義への出席状況ならびに期末試験の成績により評価を行う。 

授業計画 
第１週．オリエンテーション,健康障害と病弱・虚弱児者	 

	 第２週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-1（アレルギー）	 

	 	 第３週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-2（アレルギー）	 

	 第４週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-3（アレルギー）	 

	 第５週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-1（肥満とメタボリック症候群）	 

	 第６週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-2（肥満とメタボリック症候群）	 

	 第７週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-3（肥満とメタボリック症候群）	 

	 第８週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-1（心身症と摂食障害など）-1	 

	 第９週．小児の健康障害（病弱・虚弱）の対象となる病態-2（心身症と摂食障害など）-2	 

	 第10週．まとめ	 

テキスト 
竹田一則（著）やさしい医学・生理学 （ジアース教育新社） 
 
参考書 
宮本信也,竹田一則（編）障害理解のための医学・生理学（明石書店）	 



 

 

授業科目名：健康障害 
自立活動特講B 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：竹田一則・（	 	 	 	 ） 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
	 健康障害児の自立活動の意義、児童・生徒の疾病・状態別の自立活動の指導の基礎を理解する 

授業の概要 
	 健康障害児の自立活動について、教育課程・病棟・社会との関連で、その意義を述べ、疾患別に自立活動の

実際について述べる 

評価の方法 
講義への出席状況ならびに期末試験の成績により評価を行う。 

授業計画 
第１回：健康障害児における「自立活動」の意義Ⅰ 
第２回：健康障害児における「自立活動」の意義Ⅱ 
第３回：アレルギー疾患児の自立活動 
第４回：悪性新生物患児の自立活動 
第５回：血液疾患児の自立活動 
第６回：糖尿病児の自立活動 
第７回：慢性腎疾患児の自立活動 
第８回：慢性心疾患児の自立活動 
第９回：神経疾患児の自立活動 
第 10回：小児心身症児の自立活動 

テキスト 
文部省『盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領（平成 11年 3月）解説－自立活動編－』 

参考書 
加藤忠明他著	 「すぐに役立つ	 小児慢性疾患	 支援マニュアル」	 東京書籍 



 

 

授業科目名：健康障害 
セミナーB 

教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：竹田一則・（	 	 	 	 ） 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 慢性疾患をはじめとする健康障害を持った小児に関わる基本的課題を設定し、文献等を通してその背景、

問題点、解決策などにつき討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、慢性疾患をはじめとする健康障害を持った小児に関する、現在の基本的課題を、

学生自らの観点から思考し専門的問題意識の向上を涵養する。 

授業の概要 
・	 慢性疾患をはじめとする健康障害を持った小児に関わる基本的課題（例：小児に医療、看護、リハビリテ

ーションを取り巻く諸問題）を中心に文献を通して指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
講義への出席状況ならび課題発表、レポート提出などの状況により評価を行う。 

授業計画 
第１回： オリエンテーション 
第２回： 課題の設定Ⅰ 
第３回： 文献の収集Ⅰ 
第４回： 発表と討議Ⅰ 
第５回：課題の設定Ⅱ 
第６回： 文献の収集Ⅱ 
第７回：発表と討議Ⅱ 
第８回： 課題の設定Ⅲ 
第９回： 文献の収集Ⅲ 
第１０回： 発表と討議Ⅲ 

テキスト 
 
参考書 
講義において適宜指示する。 



 

授業科目名：健康障害 
心理学特講Ａ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：（	 	 	 	 ）・竹田一則 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
	 健康障害児・者の心理，臨床に関する基礎的，実践的研究について，より進んだ専門知識を習得する。 
 

授業の概要 
	 健康障害児・者の心理，臨床に関する基礎的，実践的研究について，詳しく解説を行う。 
 

授業計画 
 
第１回：健康障害児の置かれた環境 
第２回：健康障害児・者の認知，新しい認知の形成Ⅰ 
第３回：健康障害児・者の認知，新しい認知の形成Ⅱ 
第４回：健康障害児・者のための心理アセスメントと指導Ⅰ 
第５回：健康障害児・者のための心理アセスメントと指導Ⅱ 
第６回：健康障害児・者とヘルス・エンパワーメント  
第７回：健康障害児・者とヘルスリテラシー  
第８回：健康障害児・者とアドヒアランス  
第９回：健康障害児の移行教育  
第１０回：健康障害児・者の生涯発達移行支援 
第１１回：健康障害者の心理的適応の理論 
第１２回：健康障害者の心理的適応支援 
第１３回：健康障害児の家族の支援Ⅰ 
第１４回：健康障害児の家族の支援Ⅱ 
第１５回：健康障害者の就労と対人心理学Ⅰ 
第１６回：健康障害者の就労と対人心理学Ⅱ 
第１７回：その後の指導・グリーフケア  
第１８回：重症心身障害児の心理学的研究 
第１９回：病弱特別支援学校と不登校 
第２０回：再統合理論の構築に向けて 
 
テキスト 
 
参考書 
	 日本健康支援学会編	 「健康支援学入門」	 北大路書房	 



 

 

授業科目名：健康障害病

態生理学特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 

1単位 
担当教員名：竹田一則 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 小児期の成長・発達とその異常について説明できる。 
・	 小児期の染色体異常、代謝異常の病態について説明できる。 
・	 新生児疾患の病態について説明できる。 
・	 小児期の呼吸器疾患の病態について説明できる。 
・	 小児期の染色体異常、代謝異常の病態について説明できる。 
・	 小児期の血液疾患の病態について説明できる。 
・	 小児期の消化器疾患、腎・泌尿器疾患の病態について説明できる。 
・	 小児期の循環器疾患の病態について説明できる。 

授業の概要 

健康障害の病態生理について、小児慢性疾患を中心としてその専門的理解を深める。 

評価の方法 
講義への出席状況ならびに期末試験の成績により評価を行う。 

授業計画 

第１回：オリエンテーション・小児の成長発達	 

第２回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-1（染色体異常、代謝異常）	 

第３回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-2（新生児疾患）	 

第４回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-3（呼吸器疾患；肺炎）	 

第５回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-4（血液疾患；白血病、そのほか）	 

第６回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-5（消化器疾患、腎・泌尿器疾患）	 

第７回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-6（循環器疾患；先天性心疾患）	 

第８回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-7（循環器疾患；後天性心疾患）	 

第９回：健康障害の原因となる小児期慢性疾患の特徴とその治療-8（その他の疾患）	 

第1０回：まとめ	 

テキスト 
竹田一則（著）やさしい医学・生理学 （ジアース教育新社） 

参考書 
宮本信也,竹田一則（編）障害理解のための医学・生理学（明石書店）	 



 

 

授業科目名：健康障害 
セミナーA 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：竹田一則 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 慢性疾患をはじめとする健康障害を持った小児に関わる発展的な課題を設定し、文献等を通してその背景、

問題点、解決策などにつき討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、慢性疾患をはじめとする健康障害を持った小児に関する、発展的問題と背景を、

学生自らの観点から思考し専門的問題意識の向上を涵養する。 

授業の概要 
・	 慢性疾患をはじめとする健康障害を持った小児に関わる発展的課題（例：小児医療、看護、リハビリテー

ションを取、福祉をとり巻く諸問題）を中心に文献を通して指導する。 
・	 得られた結果を発表し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員の指導のもと学生自らが行う。 

評価の方法 
講義への出席状況ならび課題発表、レポート提出などの状況により評価を行う。 

授業計画 
第１回： オリエンテーション 
第２回： 課題の設定Ⅰ 
第３回： 文献の収集Ⅰ 
第４回： 発表と討議Ⅰ 
第５回：課題の設定Ⅱ 
第６回： 文献の収集Ⅱ 
第７回：発表と討議Ⅱ 
第８回： 課題の設定Ⅲ 
第９回： 文献の収集Ⅲ 
第１０回： 発表と討議Ⅲ 

テキスト 
 
参考書 
	 講義において適宜指示する。 



 

 

授業科目名：運動・健康

障害研究法 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
３単位 

担当教員名： 竹田一則・安藤隆男 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 運動・健康障害に関わる、学術的な課題を設定し、その課題について研究するための方法論を学ぶ。 
・	 この授業を通じて、運動・健康障害の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答を見つ

ける力を涵養する。 
 

授業の概要 
・	 受講生自ら課題を設定し、それが、講義内容に照らして妥当なものであれば、それを中心にデータ・文献

の集め方、集約の仕方、文章化の方法について、担当教員が講義ならびに演習を通じて指導する。得られた結

果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。発表会を開催し、研究

成果を発表する。 
 
 
 

評価の方法 
・	 授業・発表会への参加状況、レポートの内容等を勘案し、総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：全体オリエンテーションを行う。本年度の授業実施内容、実施形態、担当教員を紹介する。この後、

学生の希望する担当教員について調査を行い、受講内容を決定する。 
第２～30 回： 各研究室単位でオリエンテーションを行い、担当教員の指導のもと、個人あるいはグルーで実
験や調査、文献の研究を計画し、研究の実施、データの分析、得られた結果に対する考察を行う。研究の成

果を、各学期に実施する発表会で発表し、さらにレポートにまとめて提出する。 
 

テキスト 
 
参考書 
『障害科学の展開	 第 6巻	 研究法』明石書店．その他	 随時指示する。 
 



 

 

授業科目名：音声・言語

障害教育学特講B 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：吉野眞理子 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 音声・言語障害教育に関わる、現在的な課題を設定し、その課題について研究し、報告・討論を行う 
・	 この講義を通じて、音声・言語障害教育の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答も

見つける力を涵養する。 

授業の概要 
・	 音声・言語障害教育の今日的課題を中心に文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法について、講義ある

いは個人的に指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
	 授業への参加、レポート課題により、総合的に評価する。 

授業計画 
第１回：課題の設定－討議 
第２回：課題の設定－決定 
第３回：文献の収集 
第４回：各自の文献の要約発表１ 
第５回：各自の文献の要約発表２ 
第６回：各自の文献の要約発表３ 
第７回：討議１ 
第８回：討議２ 
第９回：文章化 
第１０回： レポート発表 

テキスト 
JSLHR: Journal of Speech-Language-Hearing Research. 
Journal of Communication Disorders. 
International  Journal of Language and Communication Disorders. 
参考書 
笹沼澄子（編）．言語障害．第２版．（リハビリテーション医学全書 11）．東京，医歯薬出版，2001. 
藤田郁代・笹沼澄子編．「標準言語聴覚障害学」シリーズ『言語聴覚障害学概論』．医学書院，2010． 



 

 

授業科目名：音声言語心

理学特講B 

教員の免許状取得のための 
選択必修科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：長崎	 勤 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
言語発達の基礎とアセスメント方法、および言語発達の支援方法論の基礎を理解する。 

授業の概要 
言語発達のアセスメントの方法論、また実践的な言語・コミュニケーション指導の理論的、方法論的な紹介を

事例研究を通して行う。 

評価の方法	  
出席、レポート 

授業計画 
第 1回：言語発達の基礎①（乳幼児期） 
第２回：言語発達の基礎② (幼児期後半・学齢期) 
第３回：言語発達のアセスメント①（乳幼児期） 
第４回：言語発達のアセスメント② (幼児期後半・学齢期) 
第 5回：言語発達と環境：言語発達支援の現代的問題と支援の場	 
第 6回：言語発達段階に即した支援	 
第 7回：場面に即した対応	 
第 8回：場面文脈の設定のなかでの大人の援助方法	 
第 9回：事例検討：言語発達アセスメントと支援の実際	 
第10回：まとめ	 

 

テキスト 
岩立志津夫・小椋たみ子 2002	 言語の発達とその支援	 ミネルヴァ書房	 	 
長崎	 勤・佐竹真次・宮崎眞・関戸英紀	 1998スクリプトによるコミュニケーション指導－障害児との豊かな

かかわりづくりをめざして－	 川島書店	  
 
参考書 
 
 



 

 

授業科目名：音声言語 
医学特講Ｂ 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：（	 	 	 	 ） 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
音声言語医学の定義とその概念について概括し、障害科学から見た音声障害ならびに言語障害に対する 
対処法についての基礎知識を学ぶ。 

授業の概要 
	 	 発声・発語の生理学的メカニズムについて、呼吸器官、喉頭、構音器官に分けて、その構造と機能を理 
解する。これらを踏まえて、各種の障害についての病態生理ならびに治療法について詳述する。 

評価の方法 
授業や討議への参加状況ならびにその学問的寄与の度合いを総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：音声言語医学の定義と概念 
第２回：発声・発語の生理学的メカニズム 
第３回：呼吸器官系の構造と機能 
第４回：喉頭、とくに声帯の構造と機能 
第５回：構音器官系の構造と機能 
第６回：言語発達遅滞の病態生理 
第７回：機能性構音障害の病態生理 
第８回：吃音の病態生理 
第９回：口蓋裂の言語の病態生理 
第 10回：失語症・高次脳機能障害の病態生理 
第 11回：言語障害に関する専門職としての「言語聴覚士」 
第 12回：医療現場と教育現場での言語障害の今後のあり方について 

テキスト 
とくに指定しない 

参考書 
とくに指定しない 



 

 

授業科目名：音声・言語

障害セミナーＢ 
教員の免許状取得のための 

選択必修科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：宇野	 彰、吉野眞理子、

長崎勤 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	 心身に障害のある幼児，児童又は生徒の心理，生理及び病理に関する科目 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 音声・言語障害に関わる、現在的な課題を設定し、その課題について研究し、報告・討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、音声・言語障害にかかわる今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なり

の回答も見つける力を涵養する。 

授業の概要 
・	 音声・言語障害の今日的課題（例：発達性読み書き障害、特異的言語障害、等）を中心に英語で書かれた

文献を収集し、批判的に読むことにより論文作成の勉強をする。 
・	 受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
	 授業への出席状況と受講の態度 

授業計画 
第１回：論文の読み方のポイントについて 
第２回：和文文献の要約発表と討議 
第３回：和文文献の要約発表と討議 
第４回：英文文献の要約発表と討議 
第５回：英文文献の要約発表と討議 
第６回：英文文献の要約発表と討議 
第７回：英文文献の要約発表と討議 
第８回：英文文献の要約発表と討議 
第９回：英文文献の要約発表と討議 
第１０回： まとめ 

テキスト 
特に設定しない 

参考書 



 

 

授業科目名：音声・言語

障害教育学特講Ａ 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：宇野	 彰 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
音声・言語障害に関わる今日的課題について、問題点や対応などについて学ぶ。この授業を通じて、音声・言

語障害の今日的課題を、学生自らの観点から調査し、自分なりの回答をみつける力を養う。 

授業の概要 
	 講義と発表を組み合わせた授業である。スピーチの障害、ランゲージの障害およびコミュニケーション障

害について学んだ後、特に大脳における言語障害の情報処理過程について学び、情報処理過程から治療的教

育について考える。漢字、カタカナ、ひらがな、英語の情報処理過程の違い、音読や書字の障害構造に関す

る新しい考え方や 新の治療法について概説する。	 

評価の方法 
学期末の筆記試験およびレポート 

授業計画 
第１回：スピーチとランゲージおよびコミュニケーション	 

第２-１２回：各言語障害の定義、種類、評価と介入方法についての発表（発声障害、音声障害、器質的構音障

害、運動性構音障害、機能的構音障害、聴覚障害、吃音、失語症、発達性読み書き障害、特異的言語障害、知

的障害に伴う言語発達遅滞など）	 

第１３回：言語と大脳	 

第１４回：漢字、カタカナ、ひらがな、英語の情報処理過程	 

第１５回：漢字よりひらがなが難しい？	 

第１６回：音読ができないのに書字が可能？	 

第１７回：発話した言葉が聞き取れない？	 

第１８回：根拠に基づいた治療的教育	 

第１９回：バイパス法とは？	 

第２０回：まとめ 

テキスト 
 
参考書 
	 言語聴覚障害学、言語聴覚療法などに関する書籍 



 

 

授業科目名：音声言語心

理学特講A 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
2単位 

担当教員名：長崎	 勤 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 	  

授業の到達目標及びテーマ 
言語の発達およびその支援方法の理解 

授業の概要 
１学期の言語・コミュニケーション発達基礎論を前提にして、２学期はアセスメントの方法また、実践的な言

語・コミュニケーション指導の理論的、方法論的な検討を行う。本講義は臨床発達心理士・指定科目「言語発

達とその支援」（２単位）に該当する。	 

 
評価の方法	  
出席、レポート 

授業計画 
Ⅰ 言語発達の基礎	 
	 	 １ 言語発達と言語発達支援	 
	 	 ２ 言語発達の医学的・生物学的・神経学的基礎	 
	 	 ３ 言語発達の社会的基礎	 
	 	 ４ 言語発達と認知機能	 
	 	 ５ 言語発達概観	 
	 	 ６ 言語発達における教育的側面	 
	 	 ７ 言語発達の社会的・文化的側面	 
Ⅱ 言語発達のアセスメントと支援	 
	 	 １	 言語発達のアセスメント	 

	 	 ２ 言語発達支援の現代的問題と支援の場	 
	 	 ３ 言語発達段階に即した支援	 
	 	 ４ 場面に即した対応	 
	 	 ５ 言語発達アセスメントと支援の実際	 
Ⅲ	 場面文脈の設定のなかでの大人の援助方法	 

  	 １	 言語理解における段階的援助	 
	 	 ２	 言語表出における段階的援助	 

Ⅳ	 事例検討	 

  	 １	 ０－６歳までのダウン症児の発達と指導	 
  	 ２	 ２－６歳までの自閉症児の発達と指導  	 ３	 まとめ	 
 
テキスト 
岩立志津夫・小椋たみ子 2002	 言語の発達とその支援	 ミネルヴァ書房	 	 
長崎	 勤・佐竹真次・宮崎眞・関戸英紀	 1998スクリプトによるコミュニケーション指導－障害児との豊かな

かかわりづくりをめざして－	 川島書店	  

参考書 
 



 

 

授業科目名：音声・言語

障害実践実習 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：長崎 勤・吉野眞理子	 
 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
・	 音声・言語障害に関係する事例のアセスメントと指導の実践を通し、音声・言語障害の特質をより深く理

解し、指導の基本的なスキルを習得する。 
 
授業の概要 
・	 筑波大学心理・障害科学相談室に来所する幼児・児童・生徒を対象に、アセスメントと指導の実習を行う。

必要に応じ、特別支援学校、学校のことばの教室、病院の言語治療等の観察も合わせて行う。 
・	 実習は 1回 4.5時間の集中授業によって行う。 
  

評価の方法	  
出席、レポート 

授業計画 
第 1回：オリエンテーション（長崎・吉野） 
第 2回：アセスメントの実際（長崎・吉野） 
第 3回：指導案の立案（長崎・吉野） 
第 4～９回：指導の実際(2時間)とカンファレンス(1時間)（長崎・吉野） 
第１０回：指導結果のまとめ（長崎・吉野） 
 
テキスト 
 

参考書 
 
 



 

 

授業科目名：音声・言語

障害セミナーA 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：長崎 勤・吉野眞理子 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 音声・言語障害の探求に関わる課題を設定し、その課題について研究し、報告・討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、音声・言語障害の探求課題を、学生自ら思考し、解決する力をつける。 

授業の概要 
・	 音声・言語障害の課題（例：語用論、音声障害、失読症等）を中心に文献の集め方、集約の仕方、文章化

の方法について、講義あるいは個人的に指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題はひとり２課題行うが、設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
・出席、討論への取り組みの仕方によって評価する。 

授業計 
第１回：課題１の設定－討議（長崎・吉野） 
第２回：課題１の設定－決定（長崎・吉野） 
第３回：文献の収集 
第４回：各自の文献の要約発表１（長崎・吉野） 
第５回：各自の文献の要約発表２（長崎・吉野） 
第６回：各自の文献の要約発表３（長崎・吉野） 
第７回：討議１（長崎・吉野） 
第８回：討議２（長崎・吉野） 
第９回：文章化（長崎・吉野） 
第１０回： レポート発表第１回：課題の設定－討議（長崎・吉野） 
第１１回：課題２の設定－討議（長崎・吉野） 
第１２回：課題２の設定－決定（長崎・吉野） 
第１３回：文献の収集 
第１４回：各自の文献の要約発表１（長崎・吉野） 
第１５回：各自の文献の要約発表２（長崎・吉野） 
第１６回：各自の文献の要約発表３（長崎・吉野） 
第１７回：討議１（長崎・吉野） 
第１８回：討議２（長崎・吉野） 
第１９回：文章化（長崎・吉野） 
第２０回： レポート発表第２回：課題の設定－討議（長崎・吉野） 
テキスト 
	 特に定めず、各授業時に参考文献等を紹介する。 

参考書 
	 特に定めない。 



 

 
 

授業科目名：音声・言語

障害研究法 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
３単位 

担当教員名：長崎 勤・宇野	 彰 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 音声・言語障害に関わる、今日的課題を設定し、その課題について研究するための方法論について学ぶ。 
・	 この授業を通じて、音声・言語障害の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答を見つ

ける力を涵養する。 
 

授業の概要 
・	 学生に課題があり、それが、講義内容に対し妥当なものであれば、それを中心にデータ・文献の集め方、

集約の仕方、文章化の方法について、講義ならびに演習を通じて指導する。得られた結果に対し、受講生同士

で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。発表会を開催し、研究成果を発表する。 
 
 
評価の方法 
・	 授業・発表会への参加状況、レポートの内容等を勘案し、総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：全体オリエンテーションを行う。本年度の授業実施内容、実施形態、担当教員を紹介する。この後、

学生の希望する担当教員について調査を行い、受講内容を決定する。 
第２～30 回： 各研究室単位でオリエンテーションを行い、担当教員の指導のもと、個人あるいはグルーで実
験や調査、文献の研究を計画し、研究の実施、データの分析、得られた結果に対する考察を行う。研究の成

果を、各学期に実施する発表会で発表し、さらにレポートにまとめて提出する。 
 

テキスト 
『障害科学の展開	 第 6巻	 研究法』明石書店（刊行予定）． 

参考書 
随時指示する。 
 



 

 
 

授業科目名： 
	 社会福祉学研究 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名：結城 俊哉 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
「貧困・ホームレス・自殺問題」を含む社会病理現象、ならびに他者の意思を支援あるいは代替することの課

題について理解することができる。 

授業の概要 
大きく２つのテーマを取り扱う。 
１）近年、日本の社会問題としてクローズアップされている「貧困問題」をテーマに、ホームレス、自殺、精 
	 	 神障害者問題までを射程に入れた社会病理学の基礎理論を検討する。 
２）他者の意思決定に関わり支援あるいは代替することの現状と課題について考える。 
 
評価の方法 
授業への出席／参加状況。 
課題への取り組み状況等を含めて総合的に判断する。 

授業計画 
前半（4月〜10月中旬） 
社会病理学の基礎理論の対象，研究方法，研究課題等を理解するために，様々な福祉問題と密接に係わる社会

病理の事例検討を中心として行う。（詳細については，受講生の意向も含めて対応する。） 
 
後半（10月中旬〜2月） 
知的障害がある人の意思決定支援にかかわる課題について検討する。意思能力の司法とりわけ成年後見におけ

る意思能力鑑定の方法論、国連・障害者権利条約第 12条の取扱と英国MentalCapacityAct2005ならびに日本
の成年後見法との関連などを、文献の講読を通じて討論する。 

テキスト：開講時に指示する。 
 
参考書 
適宜紹介する。 



 

 
 
 
 

授業科目名： 
ソーシャルワーク研究 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名： 
	 	 結城 俊哉 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
ソーシャルワークの援助原則，援助（ケア）の思想と，方法としてのソーシャルワーク実践アプローチの基本

が理解できる。 

授業の概要 
この授業は，ソーシャルワークにおける「ケアの思想・方法・実際」について，生活福祉論とは何かをテーマ

としている。（尚，今年度は，精神科医療・保健と福祉実践との関係について検討を行なう。） 
 
評価の方法 
	 授業への出席状況，課題の提出状況等を含めて総合的に判断する。 

授業計画 
1学期 
「統合失調症論の虚実」とは何かについて検討する。 
 
2学期 
「ソーシャルワークの基本原則」について検討する。 
 
3学期 
受講生の修士論文に向けた研究テーマの研究指導を行なう。 
 
尚，通年課題として，ソーシャルワークに関連する「英書講読」を隔週で行います。 
 
テキスト 
計見一雄著（2004）『統合失調症あるいは精神分裂病』講談社 

参考書 
適宜，紹介します。 
 



 

 

授業科目名：障害児保育

論 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：園山繁樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害児保育に関する現状と課題を理解し、その解決に向けての方策を検討する力を涵養する。 
・	 障害児保育や子育て支援における具体的な支援方法についての知識を習得する。 

授業の概要 
・	 特別な保育ニーズのある幼児の保育について必要とされる知識と方法論について学ぶ。 
・	 保育現場における子どもへの支援、保育者への支援、保護者への支援を中心に、具体的な事例を交え、実

際的な支援の方法論について学習する。 
・	 さらに、障害のある幼児に限らず、子育てにおける支援についての現状と課題、及びその支援方法につい

ても学ぶ。 
・	 本講義は臨床発達心理士・指定科目「育児・保育現場での発達とその支援」（２単位）に該当する。 
中項目２－１～２－３，５－１，５－４，６－１，６－５，６－６，７－１～７－７ 

評価の方法 
・授業の出席状況（２／３以上）と課題レポートにより総合的に評価する。 

授業計画 
第１回：保育・育児現場での支援の考え方	 	 	 	 	 	 	 第 11回：統合保育の方法（行動問題） 
第 2回：支援の基本的姿勢と支援者の基本的姿勢	 	 	 	 第 12回：統合保育の方法（コミュニケーション） 
第 3回：障害児保育と統合保育－現状と課題－	 	 	 	 	 第 13回：統合保育の方法（情緒的問題） 
第 4回：統合保育の成功要因	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 14回：子育てにおける現状と課題 
第 5回：全園体制の構築	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 15回：子育てにおける支援の方法（１） 
第 6回：保育場面での保育者支援	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 16回：子育てにおける支援の方法（２） 
第 7回：巡回相談と保育者研修	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 17回：子育てにおける支援の実際（１） 
第 8回：保育場面での子ども支援	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 18回：子育てにおける支援の実際（２） 
第 9回：保育所における統合保育の実際	 	 	 	 	 	 	 	 第 19回：障害児の子育て支援 
第 10回：幼稚園における統合保育の実際	 	 	 	 	 	 	  第 20回：まとめ 

テキスト 
	 なし 

参考書 
・	 園山繁樹著（1996)「統合保育の方法論」相川書房 
・	 蔭山英順監修（2002）「統合保育の展開」コレール社	 	 
・	 つくば市教育委員会（2005）「幼稚園における特別支援教育の手引」 
・	 野呂文行（2006）「園での『気になる子』対応ガイド」ひかりのくに 



 

 

授業科目名：福祉心理学 教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：園山繁樹 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 福祉心理学が対象とする分野についての理解、及び各分野で必要とされる心理学の知識を習得する。 
・	 福祉心理学における課題を捉える力、及びその課題の解決に向けての方策を検討する力を涵養する。 

授業の概要 
・	 福祉の各分野で必要とされる心理学の知識と技能について学ぶ。 
・	 福祉実践現場における利用者への支援、専門職への支援、地域社会への支援を中心に、具体的な事例を交

え、実際的な臨床心理的支援あるいは心理に配慮した支援のあり方を学ぶ。 
・	 初に、福祉心理学に関する基礎的な学習を行い、その後、「福祉心理学研究」掲載論文などを用いて、福

祉心理学の実際についての学習を進める。 

評価の方法 
・授業の出席状況（２／３以上）、発表状況、課題レポートにより総合的に評価する。 

授業計画 
第１回：福祉心理学が対象とする分野と福祉心理学の構築	 

第 2回：福祉心理学の捉え方	 
第 3回： 
第 4回： 
第 5回： 
第 6回： 
第 7回： 
第 8回： 
第 9回： 
第 10回： 

テキスト 
・	 日本福祉心理学会・機関誌	 「福祉心理学研究」（各回で準備する） 

参考書 
・	 園山繁樹・内田一成編著（2002)「福祉臨床心理学」コレール社 
・	 岡田	 明（2004）「福祉心理学入門（改訂版）」学芸図書 
・	 佐藤泰正・山根律子編著（1998）「福祉心理学」学芸図書 
・	 安藤	 治（2003）「福祉心理学のこころみ」ミネルヴァ書房 
・	 庄司順一・西澤哲編著（2001）「ソーシャルワーカーのための心理学」有斐閣	 
	 

「福祉心理学研究」に掲載された論文から１編を選び、パワーポ

イントによりその内容を紹介するとともに、関連する情報を整理

して提示する。その後、受講生全員で討議する。 



 

授業科目名：高齢福祉 
心理学特講 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名：山中克夫 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
	 高齢者福祉や高齢者介護（あるいは高齢者医療）において研究や実践を行うため心理学の専門知識を身につ

ける。 

授業の概要 
	 齢者福祉や高齢者介護（あるいは高齢者医療）において研究や実践を行ううえで有用と思われる認知症の人々

に対する認知・神経心理学的アプローチ（前半），心理的介入（後半）に関する授業を行う。 
 
評価の方法 
	 出席７割以上が条件，授業内容に関する討論への参加の状況，課題の内容をもとに総合的に行う。 

授業計画 
第１回：イントロダクション 
第２～５回：cognitive agingに関する概説 
第６～７回：認知症の人々に対する認知・神経心理学的アプローチⅠ：遠隔記憶，自伝的記憶 
第８回：認知症の人々に対する認知・神経心理学的アプローチⅡ：現実認識 
第９～11回：認知症の人々に対する認知・神経心理学的アプローチⅢ：手続記憶・潜在記憶 
第 12～13回：認知症の人々に対する認知・神経心理学的アプローチⅣ：情動記憶 
第 14回：認知症の人々に対する認知・神経心理学的アプローⅤ：鑑別，臨床評価尺度の開発 
第 15回：認知症の人々に対する認知・神経心理学的アプローチⅥ：補足とまとめ 
第 16～17回：認知症の人々に対する非薬物的介入に関するシステマティックレビュー 
第 18～20回：認知症の人々に対する心理的介入Ⅰ：RO，CST，学習療法 
第 21～23回：認知症の人々に対する心理的介入Ⅱ：記憶トレーニングと認知リハビリテーション 
第 24～25回：認知症の人々に対する心理的介入Ⅲ：回想法 
第 26～27回：認知症の人々に対する心理的介入Ⅳ：行動論的アプローチ 
第 28～29回：その他の認知症の人々に対する心理的介入，認知症予防 
第 30回：トピックス 

テキスト 
特になし 

参考書 
太田信夫編著：記憶の心理学と現代社会，137-147，有斐閣，東京 (2006) 
藤田和弘監修，山中克夫他編著：認知症高齢者の心にふれるテクニックとエビデンス．紫峰図書，横浜（2006） 



 

 

授業科目名：高齢福祉 
心理学演習 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：山中克夫 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
	 高齢者福祉や高齢者介護（あるいは高齢者医療）の分野で研究を行うための基礎技術（先行研究の内容を吟

味する力，抽出された問題点について自ら研究を展開する力）を身につける。 

授業の概要 
	 認知症ケア，老年学に関連する国内外の著書，主要雑誌の掲載論文のなかから， 近の認知症に関する認知・

神経心理学的研究，心理的介入に関するものを購読し，上記の到達目標にそった演習を行う。 
 
評価の方法 
	 出席８割以上が条件。文献和訳，関連文献の資料収集や発表内容をもとに総合的に行う。 

授業計画 
第１回：文献（英文著書）の分担，文献に関する基礎知識の説明 
 
第２～５回：文献および関連文献の発表と議論 
 
第６回：学術雑誌文献（神経心理学的研究に関するもの英語論文）の分担，文献に関する基礎知識の説明 
 
第７～12回：文献および関連文献の発表と議論 
 
第 13回：学術雑誌文献（心理的介入に関するもの英語論文）の分担，文献に関する基礎知識の説明 
 
第 14～19回：文献および関連文献の発表と議論 
 
第 20回：まとめ 

テキスト 
	 具体的な著書，雑誌については授業で提示する。 

参考書 
黒川由紀子他著：老年臨床心理学―老いの心に寄りそう技術．有斐閣，東京(2005) 
藤田和弘監修，山中克夫他編著：認知症高齢者の心にふれるテクニックとエビデンス．紫峰図書，横浜（2006） 



 

 
 
 

授業科目名：高齢福祉心

理実践演習 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：山中克夫 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

 

授業の到達目標及びテーマ 
	 高齢者福祉や高齢者介護（あるいは高齢者医療）の現場でおける心理的アプローチによる実践，心理アセス

メントを行う基礎技術を身につける。 

授業の概要 
	 心理アセスメントに関する講義・ロールプレイ，認知症の認知機能や QOL の維持・向上に有効であるとさ
れる cognitive stimulation therapyに関する講義・ロールプレイ，課題作成などを行う。 

評価の方法 
	 出席９割が条件。ロールプレイへの参加状況，課題の内容をもとに総合的に行う。 

授業計画 
第１回：心理アセスメントに関する講義 
 
第２～３回：心理アセスメントに関するロールプレイ 
 
第４回： cognitive stimulation therapyに関する講義 
 
第５～７回：cognitive stimulation therapyに関するロールプレイ（記録の演習も含む） 
 
第８～９回： cognitive stimulation therapyの課題作成 
 
第 10回：まとめ 
 
テキスト 
授業で提示する。 

参考書 
藤田和弘監修，山中克夫他編著：認知症高齢者の心にふれるテクニックとエビデンス．紫峰図書，横浜（2006） 



 

 

授業科目名：高齢福祉心

理実践実習 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
３単位 

担当教員名：山中克夫 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項 

	  

授業の到達目標及びテーマ 
	 高齢者福祉や高齢者介護（あるいは高齢者医療）の現場でおける心理的アプローチによる実践実習を行い，

基礎技術を高める。 

授業の概要 
	 認知症の認知機能やQOLの維持・向上に有効であるとされる cognitive stimulation therapyについて，実
施等（リーダー，コリーダー，課題作成者，アセスメント・記録・分析）の実習を行う。 
 
評価の方法 
	 出席９割が条件。実習場面への参加，反省レポート，課題等をもとに総合的に行う。 

第１～２回	 実践場面見学 
 
第３～15回	 コリーダーとして役割に関する実習，記録の訓練，アセスメント場面の見学 

ここでは，専門性の高いコリーダーの役割（グループ内の各対象者に対する個別の対応、

リーダー，他のコリーダーとの連携・サポート）を学ぶ。 
第 16～20回	 リーダー（一部）としての役割，  

各セッションのウォームアップ，クールダウンの時間の役割を担ってもらう。 
 
第 21～25回	 リーダー（一部）と課題作成に関する実習 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 各セッションのメインセッションの一部の役割と担ってもらう。 
 
第 26～30回	 リーダーとしての役割に関する実習 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 全体のリーダーとして、コリーダーを指揮する。 
 
テキスト 
授業で提示する。 

参考書 
藤田和弘監修，山中克夫他編著：認知症高齢者の心にふれるテクニックとエビデンス．紫峰図書，横浜（2006） 



 

授業科目名： 
障害福祉実践実習 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名：結城俊哉・園山繁樹 

科	 目 特別支援教育に関する科目 
各科目に含めることが 

必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害福祉・教育に関係する様々な福祉・教育の現場を観察し、それぞれの現状、役割を理解する。 
・	 観察で得られた知見を討議することで、障害福祉教育全体の位置づけや役割、特徴をより深く理解する。 

授業の概要 
・基本的に 2日間（10時間）１ユニットの集中講義（観察）を行う。観察対象は、高齢者、身体障害者、知的
障害者、精神障害者とそれらを設置する福祉施設の観察を実施する。 

授業計画 
ユニット１：身体障害者の福祉施設での観察 
（10時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
 
ユニット２：高齢者の社会福祉施設での観察 
（10時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
 
ユニット３：知的・発達障害者の社会福祉施設での観察 
（10時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
 
ユニット４：精神障害者の社会福祉施設での観察 
（10時間）	 観察終了後	 １時間の討議を行う。 
 
ユニット５：教育機関における福祉教育実践の観察 
（10時間）	 観察終了後	 ２時間の討議・まとめを行う。 
 
テキスト 
開講時及び随時，指示する 
 
参考書 
日本社会福祉事業学校連盟・全国社会福祉協議会編『社会福祉施設［現場実習］指導マニュアル』 
 



 

 

授業科目名： 
障害福祉学研究法 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
３単位 

担当教員名：結城俊哉・園山繁樹・

山中克夫 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な項目  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害福祉に関わる、今日的課題を設定し、その課題について研究するための方法論について学ぶ。 
・	 この授業を通じて、障害福祉の今日的課題を、学生自らの観点から思考し、自分なりの回答を見つける力

を涵養する。 
 

授業の概要 
・	 学生に課題があり、それが、講義内容に対し妥当なものであれば、それを中心にデータ・文献の集め方、

集約の仕方、文章化の方法について、講義ならびに演習を通じて指導する。得られた結果に対し、受講生同士

で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。発表会を開催し、研究成果を発表する。 
 
 
評価の方法 
・	 授業・発表会への参加状況、レポートの内容等を勘案し、総合的に判断する。 

授業計画 
第１回：全体オリエンテーションを行う。本年度の授業実施内容、実施形態、担当教員を紹介する。この後、

学生の希望する担当教員について調査を行い、受講内容を決定する。 
第２～30 回： 各研究室単位でオリエンテーションを行い、担当教員の指導のもと、個人あるいはグルーで実
験や調査、文献の研究を計画し、研究の実施、データの分析、得られた結果に対する考察を行う。研究の成

果を、各学期に実施する発表会で発表し、さらにレポートにまとめて提出する。 
 
テキスト 
前川久男・園山繁樹編著『障害科学の研究法』明石書店 2007年 

参考書 
中村満紀男・四日市章編著『障害科学とは何か』明石書店 2007年 
岩田正美・小林良二・中谷陽明・稲葉昭英編『社会福祉研究法』有斐閣 2007年 



 

授業科目名：障害原理論

特講A 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
２単位 

担当教員名：岡典子 

科	 目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含めることが 
必要な事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 時代・文化等により障害のとらえ方が変化することを学ぶ。 
・	 障害児（者）教育・福祉の本質的問題について障害横断的視点から考察する力を養う。 
・	 障害児（者）教育・福祉の本質的問題について歴史的視点から考察する力を養う。 
授業の概要 
・	 障害および障害のある人々における本質的問題について、時間・空間、文化等の観点から明らかにし、障

害にかかわる問題への基本的理解を図る。	 

・	 障害児（者）教育・福祉の本質的問題について障害横断的観点と歴史的観点から明らかにし、その意義を

講述する。	 

評価の方法 
・授業への参加状況と学期末レポートにより評価する。 
授業計画 
第１回：現代における障害および障害のある人々の位置 
第２回：欧米近代における障害観の特徴と障害の社会的位置の変化 
第３回：近代的障害観の限界と ICFの提起 
第４回：途上国における障害観の意味づけの変遷－否定から相対化へ	 	 	  
第５回：障害観と時空・文化との関係 
第６回：障害当事者の位置と役割	 	 	 	  
第７回：障害（者）問題における cost問題 
第８回：障害と差異・逸脱 
第９回：日本における障害（者）問題の位置 
第 10回：障害（者）問題の社会的可能性 
第 11回：障害児教育の成立における時代的・地理的条件	  
第 12回：障害児教育の成立条件とスティグマの発生 
第 13回：学校教育における障害児教育の分岐 
第 14回：聾教育と盲教育における学校教育への発展とその条件	 	 	  
第 15回：知的障害教育における学校教育から隔離施設への展開とその条件 
第 16回：障害者問題における教育問題と社会問題の混合と脱皮	 	 	 	  
第 17回：障害児教育における分離と統合 
第 18回：公立学校における障害児教育の展開 
第 19回：日本における障害児教育の展開とその特徴  
第 20回：日本における障害児教育の世界的位置 
テキスト：随時指示 

参考書：随時指示 



 

 

授業科目名：障害原理論 
セミナーA 

教員の免許状取得のための 
選択科目 

単位数： 
２単位 

担当教員名：岡典子  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害原理論に関わる、現在的な課題を設定し、その課題について研究し、報告・討論を行う 
・	 このセミナーを通じて、障害者の教育的処遇・福祉的処遇に関わる原理論の今日的課題を、学生自らの観

点から思考し、自分なりの回答も見つける力を涵養する。 

授業の概要 
・	 障害原理論の今日的課題（例：ノーマライゼーション、インクルージョン、エンパワーメント、障害者自

立支援、特別支援教育制度改革、触法障害者問題等）を中心に文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法

について、講義あるいは個人的に指導する。 
・	 得られた結果に対し、受講生同士で討論を行うことにより、結果に対する考察の仕方を学習する。	  
・	 課題の設定は教員が中心に行う。 

評価の方法 
・授業への参加状況と学期末レポートにより評価する。 

授業計画 
第１回：課題の設定－ブレインストーミング 
第２回：課題の設定－文献情報の収集・リスト化・整理 
第３回：課題の設定－ミニ研究課題の決定 
第４回～6回：資料収集・整理 
第 7回～9回：各自の文献・資料の要約発表・質疑 
第 10回～12回：補足資料収集・整理 
第 13回～15回：各自の文献・資料の要約発表  
第 16回～17回：全体討議 
第 18回～19回：文章化  
第 20回： レポート発表 

テキスト 
随時指示する。 

参考書 
随時指示する。 
 



 

 

授業科目名：障害科学特

講Ⅰ 
教員の免許状取得のための 
必修科目／選択科目 

単位数： 
１単位 

担当教員名：安藤隆男 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含める必要のある事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害科学学会への参加・発表を通じて、障害科学に関する 先端の知見を習得するとともに、学外の障害

科学の専門家との情報交換を行いことや自らの研究成果について発信することを目的とする。 

授業の概要 
次のいずれかの内容とする。 
・	 障害科学学会へ参加し、各発表から学んだことをレポートにまとめることによって、障害科学に関する研

究や実践の具体的なあり方を学習する。 
・	 指導教員の指導を受け、障害科学学会で研究発表を行うことによって、障害科学に関する研究の進め方を

学習する。 
 
評価の方法 
	 以下について、総合的に判断し、評価を行う。 
・	 参加については、学会の内容についてのレポート（A４×３枚以上） 
・	 研究発表については、「発表論文集の自分の発表部分のコピー」「指導教員の指導証明書（様式あり）」 

授業計画 
・研究発表については、研究指導教員より指導を受け、ポスター発表の方法について以下の点を学習する。 
	 ・研究目的の設定について 
	 ・研究方法に関する記述について 
	 ・研究結果の示し方 
	 ・研究結果に関する討論について 
	 ・ポスターの作成方法と、分かりやすいプレゼンテーションの方法について 

テキスト 
	 なし 

参考書 
・前川久男・園山繁樹編（2009）「障害科学の研究法」明石書店 



 

 

授業科目名：障害科学特

講Ⅱ 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：安藤隆男 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含める必要のある事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害科学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、障害科学に関する 先端の知見を習得す

るとともに、学外の障害科学の専門家との情報交換を行いことや自らの研究成果について発信することを

目的とする。 

授業の概要 
・	 指導教員の指導を受けて、障害科学に関連する学会等の学術集会において研究発表(筆頭発表)を行うこと
により、障害科学に関する研究の進め方や実践のまとめ方を学習する。 

 
評価の方法 
	 以下について、総合的に判断し、評価を行う。 
・「学術集会の大会プログラムの表紙のコピー」 
・「発表論文集の自分の発表部分のコピー」 
・「指導教員の指導証明書（様式あり）」 
 
授業計画 
・研究発表については、研究指導教員より指導を受け、発表の方法について以下の点を学習する。 
	 ・研究目的の設定について 
	 ・研究方法に関する記述について 
	 ・研究結果の示し方 
	 ・研究結果に関する討論について 
	 ・分かりやすいプレゼンテーションの方法について 
 

テキスト 
	 なし 

参考書 
・前川久男・園山繁樹編（2009）「障害科学の研究法」明石書店 



 

 

授業科目名：障害科学特

講Ⅲ 
教員の免許状取得のための 

選択科目 
単位数： 
１単位 

担当教員名：安藤隆男 

科目 特別支援教育に関する科目 

各科目に含める必要のある事項  

授業の到達目標及びテーマ 
・	 障害科学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、障害科学に関する 先端の知見を習得す

るとともに、学外の障害科学の専門家との情報交換を行いことや自らの研究成果について発信することを

目的とする。 

授業の概要 
・指導教員の指導を受けて、障害科学に関連する学会等の学術集会において研究発表(筆頭発表)を行うことに
より、障害科学に関する研究の進め方や実践のまとめ方を学習する。 

 
評価の方法 
	 以下について、総合的に判断し、評価を行う。 
・「学術集会の大会プログラムの表紙のコピー」 
・「発表論文集の自分の発表部分のコピー」 
・「指導教員の指導証明書（様式あり）」 

 
授業計画 
・研究発表については、研究指導教員より指導を受け、発表の方法について以下の点を学習する。 
	 ・研究目的の設定について 
	 ・研究方法に関する記述について 
	 ・研究結果の示し方 
	 ・研究結果に関する討論について 
	 ・分かりやすいプレゼンテーションの方法について 

テキスト 
	 なし 

参考書 
・前川久男・園山繁樹編（2009）「障害科学の研究法」明石書店 


