
授業科目名 障害科学

科目番号 01EL001

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 月 3

担当教員 米田 宏樹,園山 繁樹,森地 徹

授業概要 障害科学の分野における特別支援教育学、臨床指導学、障害福祉学の観点から、研究

及び実践の動向と課題について理解し、各分野における国内外の文献を収集、講読

し、受講生同士で討論を行う。

備考 必修科目

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (特別支援教育領域に関する科目)

授業の到達目標及び

テーマ

障害科学の各専門分野における研究及び実践の動向と課題について、講義及び演習を

通じて基礎的な研究及び教育実践の方法を習得させる。

授業計画 第 1回ガイダンス (障害科学の定義と授業ガイダンス、形式と見通しについて)(担当

安藤)

第 2回研究及び実践上の倫理 (担当 安藤)

第 3回特別支援教育学における研究動向と課題 (担当 米田)

第 4回特別支援教育学における実践動向と課題 (担当 米田)

第 5回障害臨床学における研究動向と課題 (担当 園山)

第 6回障害臨床学における実践動向と課題 (担当 園山)

第 7回障害福祉学における研究動向と課題 (担当 結城)

第 8回障害福祉学における実践動向と課題 (担当 結城)

第 9回各分野における文献収集と講読 (担当 全員)

第 10回各分野における討議 (担当 全員)

学生に対する評価 レポートの提出と討議への参加から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 中村満紀男・四日市章 (2007)障害科学とは何か.明石書店.

参考書・参考資料等 1. 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー 米田 宏樹 金曜日 11:30˜12:30 hyoneda at human.tsukuba.ac.jp

園 山 繁 樹 sonoyama at human.tsukuba.ac.jp

http://www.human.tsukuba.ac.jp/˜sonoyama/index.html



授業科目名 障害科学調査・実験実習 I

科目番号 01EL002

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 月 1,2

担当教員 岡 典子,岡崎 慎治,大六 一志,野呂 文行,加藤 靖佳,名川 勝

授業概要 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

究方法を実習形式で学習する。

備考 必修科目

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (特別支援教育領域に関する科目)

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。

授業計画 第 1回オリエンテーション 第 2回以降は,文献情報の検索と活用法,電気生理学的手

法の利用,検査法 (知能検査)の基礎,単一事例実験計画法の基礎,心理学実験の基礎,

調査法の基礎のそれぞれのテーマについてグループで実習,実習レポートの作成を行

う。

学生に対する評価 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。

テキスト 各講義で随時指定する。

参考書・参考資料等 各講義で随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 障害科学調査・実験実習 II

科目番号 01EL003

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 竹田 一則,原島 恒夫,岡 典子,岡崎 慎治,加藤 靖佳,大六 一志,野呂 文行

授業概要 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

究方法を実際に適用し,報告としてまとめることを通して研究実践の基礎を学ぶ。

備考 必修科目

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (特別支援教育領域に関する科目)

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研究方法・教育方法を用いて研究計画

の策定を行い,論文作成のための基本的な方法について習得する。

授業計画 第 1回オリエンテーション 第 2回以降は,教員の指導のもとで研究計画の作成ならび

に関連する研究法を用いた研究構想を行い,研究構想の発表を行う。

学生に対する評価

テキスト 1. 各講義で随時指定する。

参考書・参考資料等 1. 各講義で随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 障害科学研究法 I

科目番号 01EL004

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 春 ABC 集中

担当教員 竹田 一則,安藤 隆男,柿澤 敏文,熊谷 恵子,園山 繁樹,大六 一志,原島 恒夫,四日市

章,岡 典子,岡崎 慎治,加藤 靖佳,小林 秀之,鄭 仁豪,野呂 文行,左藤 敦子,名川 勝,

米田 宏樹,和田 恒彦,森地 徹

授業概要 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

は最新の研究法を理解する。

備考 必修科目

授業形態 卒業論文・卒業研究等

担当形態

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,具体的な研究デザインを習得することを目

的とする。

授業計画 第 1回担当者によるオリエンテーション それぞれの学生の関心に基づいて、各研究

室において、研究デザインに関する指導を受け,デザイン発表会において発表,質疑を

受ける。

学生に対する評価 研究指導への参加状況、デザイン発表会における発表、質疑の状況に基づいて、総合

的に判断する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 障害科学研究法 II

科目番号 01EL005

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 秋 ABC 集中

担当教員 竹田 一則,安藤 隆男,柿澤 敏文,熊谷 恵子,園山 繁樹,大六 一志,原島 恒夫,四日市

章,岡 典子,岡崎 慎治,加藤 靖佳,小林 秀之,鄭 仁豪,野呂 文行,左藤 敦子,名川 勝,

米田 宏樹,和田 恒彦,森地 徹

授業概要 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

は最新の研究法を理解する。

備考 必修科目

授業形態 卒業論文・卒業研究等

担当形態

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, 実際に研究を行い, まとめるための見通し

を確認することを目的とする。

授業計画 第 1回担当者によるオリエンテーション それぞれの学生の関心に基づいて、各研究

室において、研究の中間発表に関する指導を受け,中間発表会において発表,質疑を受

ける。

学生に対する評価 研究指導への参加状況、中間発表会における発表、質疑の状況に基づいて、総合的に

判断する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 障害科学研究法 III

科目番号 01EL006

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 秋 ABC 集中

担当教員 竹田 一則,安藤 隆男,柿澤 敏文,熊谷 恵子,園山 繁樹,大六 一志,原島 恒夫,四日市

章,岡 典子,岡崎 慎治,加藤 靖佳,小林 秀之,鄭 仁豪,野呂 文行,左藤 敦子,名川 勝,

米田 宏樹,森地 徹,和田 恒彦

授業概要 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

は最新の研究法を理解する。

備考 必修科目

授業形態 卒業論文・卒業研究等

担当形態

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, 実際に研究を実施し, 修了の水準を満たす

内容で完成することを目的とする。

授業計画 第 1回担当者によるオリエンテーション それぞれの学生の関心に基づいて、各研究

室において、最終的な論文作成に関する指導を受け,最終発表会において発表,質疑を

受ける。

学生に対する評価 研究指導への参加状況、最終発表会における発表、質疑の状況に基づいて、総合的に

判断する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育総論

科目番号 01EL101

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 月 5,6

担当教員 米田 宏樹,岡 典子,安藤 隆男

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育に関する科目 (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

・わが国における特別支援教育制度の成立までの障害児教育の歴史、制度及び理念を

理解する。

・特別支援教育のめざすべき目標、理念・思想について理解する。

・特別支援教育における社会的、制度的、経営的な事項に係る現状と課題を理解する。

・わが国が希求するインクルーシブ教育システムのあり方を考究する基礎的な知識を

得る。

授業計画 第 1部 (第 1回～第 5回)わが国の特殊教育・障害児教育の歴史、理念及び制度につ

いて

第 2部 (第 6回～第 13回)特別支援教育の理念・思想、制度及び社会的、経営的な意

義と教育動向

第 1回戦前の障害児教育の歴史、理念及び制度 担当:米田 宏樹

第 2回戦後の特殊教育制度の成立の歴史的意義 担当:米田 宏樹

第 3回わが国における特殊教育の理念と制度 担当:米田 宏樹

第 4回欧米における特殊教育・障害児教育の歴史 担当:岡 典子

第 5回欧米における特殊教育・障害児教育の理念と制度 担当:岡 典子

第 6回特別支援教育とは (特殊教育から特別支援教育制度への転換とその背景) 担当:

安藤 隆男

第 7回特別支援教育の理念と制度 担当:安藤 隆男

第 8回特別支援学校の現状と教育の動向・課題 担当:安藤 隆男

第 9回特別支援学級の現状と教育の動向・課題 担当:安藤 隆男

第 10回通級による指導の現状と教育の動向・課題 担当:安藤 隆男

第 11回地域社会における特別支援教育に関わるニーズの分析と対応 担当:安藤 隆男

第 12回特別支援教育における教職の専門性と教師教育の動向と課題 担当:安藤 隆男

第 13回特別支援教育分野における国際教育協力 担当:安藤 隆男

学生に対する評価 課題毎のショートレポート及び学期末のレポートの提出により、A―Dの 4段階評価

を行う。

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男 (2009)特別支援教育を創造するための教育学.明石書店.

参考書・参考資料等 1. 文部科学省 (2009)特別支援学校幼稚部教育要領、同小学部・中学部学習指導要領、

同高等部学習指導要領

2. 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害教育学

科目番号 01EL102

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 3,4

担当教員 小林 秀之

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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回視覚特別支援学校 (盲学校)のセンター的機能

第 5回弱視特別支援学級における教育の特徴

第 6回弱視通級指導教室における教育の特徴

第 7回学習指導要領における視覚障害への配慮について

第 8回弱視児童生徒に対する見えにくさに対する対応

第 9回点字教科書と拡大教科書について

第 10回弱視児童生徒に対する視覚補助具の活用 1(拡大読書器)

第 11回弱視児童生徒に対する視覚補助具の活用 2(弱視レンズ)

第 12回弱視児童生徒に対する教育環境の整備について

第 13回盲児童生徒の触覚の活用

第 14回触覚と点字

第 15回点字の理論と実際 1(点字の構成)

第 16回点字の理論と実際 2(点字の読みの指導法)

第 17回点字の理論と実際 3(点字の書きの指導法)

第 18回白杖前歩行指導

第 19回白杖歩行指導

第 20回インクルーシブ教育と視覚障害教育

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)

学生に対する評価 受講態度や討議への参加状況及び期末試験の内容を総合的に判断し、A―Dの 4段階

評価を行う。

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. 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.

2. 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.

3. 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.



オフィスアワー



授業科目名 視覚障害指導法

科目番号 01EL103

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 木 5,6

担当教員 小林 秀之,佐島 毅,宮内 久絵

授業概要 視覚障害児に対する指導について、特に「自立活動」領域の指導に関して、その指導

内容、指導計画、指導方法、指導の評価等について、具体的指導内容を想定して検討

する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

視覚障害疑似体験を通して、具体的かつ科学的に視覚障害の困難さに対する理解を深

め、視覚障害児に対する指導の意義を知る。

視覚障害教育における自立活動の指導内容や評価方法について、実際的に知る。

授業計画 第 1回特別支援学校 (盲学校)における自立活動の位置づけと意義 (担当:小林秀之)

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 (担当:小林秀之)

第 3回視覚障害のアセスメント－盲児 (担当:佐島毅)

第 4回視覚障害のアセスメント－弱視児 (担当:佐島毅)

第 5回重複障害児のアセスメント (担当:佐島毅)

第 6回個別の指導計画について (担当:佐島毅)

第 7回自立活動の指導の実際－近用弱視レンズの選定 (担当:小林秀之)

第 8回自立活動の指導の実際－遠用弱視レンズの選定 (担当:小林秀之)

第 9回自立活動の指導の実際－近用弱視レンズの活用指導 (担当:小林秀之)

第 10回自立活動の指導の実際－遠用弱視レンズの活用指導 (担当:小林秀之)

第 11回自立活動の指導の実際－点字指導 (基礎編) (担当:小林秀之)

第 12回自立活動の指導の実際－点字指導 (応用編) (担当:小林秀之)

第 13回自立活動の指導の実際－墨字指導 (担当:小林秀之)

第 14回自立活動の指導の実際－指先を目とするために (担当:佐島毅)

第 15回自立活動の指導の実際－高度な触察技能 (担当:佐島毅)

第 16回自立活動の指導の実際－歩行 (基礎編) (担当:佐島毅)

第 17回自立活動の指導の実際－歩行 (応用編) (担当:佐島毅)

第 18回自立活動の指導の実際 －盲知的重複障害児の発達 (担当:佐島毅)

第 19回自立活動の指導の実際 －盲知的重複障害児の指導 (担当:佐島毅)

第 20回通常学級に在籍する視覚障害・児童生徒の自立活動の指導のあり方 (担当:小

林秀之)

学生に対する評価 受講態度や討議への参加状況及び期末試験の内容を総合的に判断し、A―Dの 4段階

評価を行う。

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. 香川邦生・藤田和弘編著 (2000)自立活動の指導.教育出版.

2. 文部省 (1985)歩行指導の手引き.慶応通信.

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

4. 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.



オフィスアワー



授業科目名 視覚障害心理学

科目番号 01EL104

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 佐島 毅

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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。

授業計画 第 1回心理学の枠組み・視覚障害心理学の目的

第 2回視覚障害のレベル・感覚情報障害の補償

第 3回視覚障害幼児の身体機能の発達

第 4回視覚障害幼児の運動能力の発達 I(微細運動)

第 5回視覚障害幼児の運動能力の発達 II(粗大運動)

第 6回盲児の知能と言語

第 7回常同行動とバーバリズム

第 8回触知覚の特性と概念形成

第 9回触知覚と概念形成 (実習)

第 10回聴覚の特性と空間概念

第 11回障害物知覚と環境認知

第 12回障害物知覚と環境認知 (実習)

第 13回点字とコミュニケーション

第 14回失明の心理学的意味

第 15回中途失明による心理的影響

第 16回失明段階

第 17回視覚障害者をとりまく社会的バリア

第 18回視覚障害者をとりまく心理的バリア

第 19回視覚障害と生活の質

第 20回視覚障害心理学と私

学生に対する評価 以下の点を総合して評価する。

1.レポート内容の思考水準

2.授業への参加態度

3.出席状況

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. Carroll, T.J.(1961) Blindness: What it is, What it does, and How to live?with

it. Boston: Little, Brown & Company. (松本征二監修 樋口正純訳 1976 『失明』

日本盲人福祉委員会)

2. 五十嵐信敬 (1993)『視覚障害幼児の発達と指導』(コレール社)

3. 河内清彦 (2006) 視覚障害者の社会参加と自立 筑波大学特別支援教育研究セン

ター・前川久男 (編)『講座 特別支援教育 2 特別支援教育における障害の理解』教育

出版 Pp.56-60.

4. 河内清彦 (2008)中途失明者の心理. 長崎勤・前川久男 (編)『シリーズ 障害科学の

展開―障害をとおしての人間理解、共に生きるための障害支援― 第 5巻 障害理解の

ための心理学』 明石書店 Pp.194-201.

5. 日本盲人経営者クラブ編 1996見えなくても明日に向かって―中途失明者自立への

しるべ―。日本盲人経営者クラブ。

6. 佐藤泰正編著 (1991)『視覚障害学入門』(学芸図書)

7. 佐藤泰正編著 (1996)『視覚障害心理学』(学芸図書)

オフィスアワー





授業科目名 視覚障害病態生理学

科目番号 01EL105

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 柿澤 敏文

授業概要 視覚障害の概念、定義、分類とともに、視覚系の構造と病態生理、視覚障害原因疾患

の年次推移と現状を概説する。さらに、視覚の獲得過程、視機能とその検査方法、弱

視の見え方、指導上の留意点について論ずる。さらに、視覚の獲得過程と眼光学、視

覚補助具について取り上げる。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・ 視覚障害の原因疾患の病態、視機能への影響、視機能評価、弱視の見え方と支援方

法について学ぶことを目的とする。

視覚障害・視覚器・視覚障害原因疾患・視機能・視機能検査・眼光学・視覚補助具

授業計画 第 1回視覚障害とは

第 2回視覚器の構造 (眼球)

第 3回視覚器の構造 (視神経視路)

第 4回視覚器の構造 (附属器)

第 5回視覚障害原因の主な眼疾患 (眼球全体)

第 6回視覚障害原因の主な眼疾患 (角膜)

第 7回視覚障害原因の主な眼疾患 (虹彩)

第 8回視覚障害原因の主な眼疾患 (水晶体)

第 9回視覚障害原因の主な眼疾患 (硝子体)

第 10回視覚障害原因の主な眼疾患 (網膜)

第 11回視覚障害原因の主な眼疾患 (視神経)

第 12回視覚障害原因の主な眼疾患 (視中枢)

第 13回視覚障害原因疾患の年次推移

第 14回視覚の獲得過程

第 15回視機能評価 (視力検査)

第 16回視機能評価 (視野検査)

第 17回視機能評価 (眼球運動検査)

第 18回視機能評価 (色覚検査)

第 19回弱視の見え方の特徴と指導上の留意点

第 20回眼光学と弱視補助具の基礎

学生に対する評価 授業内でのレポートならびに学期末試験を中心に、出席状況を加味して、A-Dの 4段

階評価を行う

テキスト 1. 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・参考資料等 1. 香川邦生・千田耕基編 (2009):小・中学校における視力の弱い子どもの学習支援.

教育出版.

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由教育学

科目番号 01EL106

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 安藤 隆男

授業概要 わが国の肢体不自由教育の成立過程を概観するとともに、特別支援学校における児童

生徒の障害の重度化、重複化の動向とこれが教育課程の基準の弾力化、教授方法など

に及ぼす影響を講述する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

肢体不自由教育の成立過程の歴史と背景を理解する。

障害の重度化、重複化は教育課程の基準や編成にどのような影響を及ぼしているかを

理解する。

肢体不自由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。

授業計画 第 1回肢体不自由の定義

第 2回肢体不自由の起因疾患と分類基準

第 3回戦後肢体不自由教育の萌芽 (公立養護学校整備特別措置法の公布まで)

第 4回児童生徒の障害の重度化、重複化の動向

第 5回児童生徒の障害の重度化、重複化の医学的要因

第 6回児童生徒の障害の重度化、重複化の社会的、制度的要因

第 7回障害の重度化、重複化と学習指導要領の成立、改訂

第 8回障害の重度化、重複化と個別の指導計画、授業デザイン

第 9回小学校等における肢体不自由教育の現状と課題

第 10回特別支援学校 (肢体不自由)に求められる専門性

学生に対する評価 課題毎のショートレポートの提出により、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男 (2009)特別支援教育を創造するための教育学.明石書店.

参考書・参考資料等 1. 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由指導法

科目番号 01EL107

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 安藤 隆男

授業概要 脳性疾患の特性理解に基づく適切な指導を具現するプロセスを概説し、肢体不自由教

育に求められる基礎的な知識と技能を教授する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

肢体不自由、特に脳性まひを主とした脳性疾患の特性を理解する。

脳性疾患の特性を教育的に診断し、これに基づく指導の具現化のプロセスを理解す

る。

授業計画 第 1回肢体不自由の障害特性と教育課題

第 2回脳性疾患の教育的診断と特性理解˜障害の重度・重複化に着目して˜

第 3回重度・重複障害者の指導の個別化

第 4回重度・重複障害者の医療的ケアの動向と展開

第 5回重度・重複障害者の自立活動の時間における指導 I(個別指導)

第 6回重度・重複障害者の自立活動の時間における指導 II(ティーム・ティーチング)

第 7回脳性疾患の知覚・認知の特性

第 8回脳性疾患者の教科指導

第 9回肢体不自由者のインクルーシブ教育と地域支援

第 10回指導の評価と改善

学生に対する評価 課題毎のショートレポート提出により、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男 (2009)特別支援教育を創造するための教育学.明石書店.

参考書・参考資料等 1. 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由心理学

科目番号 01EL108

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 川間 健之介

授業概要 肢体不自由という状態について心理学的に検討する。ついで、肢体不自由児の発達に

ついて、認知発達、社会性の発達、コミュニケーションの発達について検討する。さ

らに、中途障害者の心理と社会参加の改題について検討する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・肢体不自由児者の発達について適切に理解する。

・肢体不自由児者の心理的課題について理解する。

授業計画 第 1回肢体不自由と運動学習

第 2回肢体不自由という心理的課題

第 3回肢体不自由が子供の発達に及ぼす影響

第 4回運動発達と認知発達

第 5回運動発達と認知発達の相互作用

第 6回社会性の発達と課題

第 7回コミュニケーションの発達と課題

第 8回中途障害者の心理

第 9回障害受容と社会参加

第 10回総括

学生に対する評価 授業内容について試験を課す。

テキスト 1. 授業中に適宜を配布する。

参考書・参考資料等 1. 西川公司・川間健之介編「肢体不自由児の教育」放送大学教育振興会

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由病態生理学

科目番号 01EL109

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 A 金 5,6

担当教員 竹田 一則

授業概要 肢体不自由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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

肢体不自由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。

授業計画 第 1回オリエンテーション・運動障害とは何か

第 2回骨のマクロの構造と機能

第 3回骨の微細構造とホルモン

第 4回骨格筋のマクロの構造と機能

第 5回骨格筋の微細構造と筋収縮のメカニズム

第 6回運動に関わる神経系の構造と機能-1(大脳の機能)

第 7回運動に関わる神経系の構造と機能-2(錘体路、錐体外路)

第 8回脳性まひ

第 9回脳性まひの合併症

第 10回まとめ

学生に対する評価 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。

テキスト 1. 竹田一則 (著)肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医学・生理

学 (ジアース教育新社)

参考書・参考資料等 1. 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)

オフィスアワー



授業科目名 障害児教育課程論

科目番号 01EL110

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 金 6

担当教員 米田 宏樹

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育に関する科目 (免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の

領域に関する科目)

・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

・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る。

・重複障害教育における教育課程の編成や授業実践の特徴を知る。

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

学生に対する評価 毎回のショートレポート (40点)と学期末試験 (60点)により総合的に評価する。

テキスト 1. 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

2. 文部科学省「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)」

3. 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」

参考書・参考資料等 授業時に随時紹介

オフィスアワー



授業科目名 知的障害教育学

科目番号 01EL111

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 A 木 3,4

担当教員 米田 宏樹

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

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。

授業計画 第 1回個人と家族,生活を取り巻く状況の変化 1(知的障害者福祉の歴史)

第 2回個人と家族,生活を取り巻く状況の変化 2(知的障害者教育の歴史)

第 3回知的障害のある人の生活と家族の生活

第 4回社会生活への参加とそれを支える仕組み 1(福祉の制度)

第 5回社会生活への参加とそれを支える仕組み 2(労働の制度)

第 6回社会参加と自律・自立を促す教育実践のあり方 1(就学前)

第 7回社会参加と自律・自立を促す教育実践のあり方 2(義務教育段階)

第 8回社会参加と自律・自立を促す教育実践のあり方 3(後期中等教育以降)

第 9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

第 10回まとめ

学生に対する評価 毎回のショートレポート (40点)と学期末試験 (60点)により総合的に評価する。

テキスト 1. 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

2. 文部科学省「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)」

3. 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」

参考書・参考資料等 授業時に随時紹介

オフィスアワー



授業科目名 知的障害指導法

科目番号 01EL112

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 B 木 3,4; 秋 BC 応談

担当教員 米田 宏樹,野呂 文行

授業概要 知的障害児童生徒・自閉症児童生徒の学習特性とその特性に応じた指導法について解

説し、合わせて、学校における授業実践の在り方を、特別支援学校、通常学校特別支

援学級、通常学校通級指導教室の別に講述する。また、学校卒業後の生活と支援の在

り方についても学習する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

知的障害児の学習特性について理解し、基本的な指導内容と指導方法を説明すること

ができる。

自閉症児の学習特性について理解し、基本的な指導内容と指導方法を説明することが

できる。

特別支援学校・特別支援学級等の学校における授業の在り方について説明することが

できる。。

知的障害者・自閉症者の卒業後の生活と支援の在り方について説明することができ

る。

授業計画 第 1回知的障害児の学習特性と生活教育 (担当:米田宏樹)

第 2回知的障害教育教科の特徴 (担当:米田宏樹)

第 3 回知的障害児童生徒領域・教科を合わせた指導 (日常生活の指導) (担当:米田宏

樹)

第 4回知的障害児童生徒に対する領域・教科を合わせた指導 (遊びの指導)(担当:米田

宏樹)

第 5回知的障害児童生徒に対する領域・教科を合わせた指導 (生活単元学習)(担当:米

田宏樹)

第 6 回知的障害児童生徒に対する領域・教科を合わせた指導 (作業学習) (担当:米田

宏樹)

第 7 回知的障害児童生徒に対する教科別・領域別の指導 (各教科の指導) (担当:米田

宏樹)

第 8回知的障害児童生徒に対する教科別・領域別の指導 (自立活動の指導)(担当:米田

宏樹)

第 9回自閉症の心理的・行動的特徴と指導法の基本 (担当:野呂文行)

第 10回自閉症児童生徒に対するコミュニケーション指導の実際 (担当:野呂文行)

第 11回自閉症児童生徒に対する教科学習の指導の実際 (担当:野呂文行)

第 12回自閉症児童生徒に対する社会的スキルの指導の実際 (担当:高橋甲介)

第 13回自閉症児童生徒の行動問題に対する指導の実際 (担当:高橋甲介)

第 14回知的障害特別支援学校における授業の展開の実際 (幼稚部・小学部)(担当:米

田宏樹・野呂文行)

第 15 回知的障害特別支援学校における授業の展開の実際 (中学部)(担当:米田宏樹・

野呂文行)



第 16 回知的障害特別支援学校における授業の展開の実際 (高等部)(担当:米田宏樹・

野呂文行)

第 17回特別支援学級における授業の展開 (知的障害特別支援学級)(担当:米田宏樹)

第 18回特別支援学級における授業の展開 (情緒障害特別支援学級・通級指導教室)(担

当:野文行・高橋甲介)

第 19回知的障害者の卒業後の生活と支援 (担当:米田宏樹)

第 20回自閉症者の卒業後の生活と支援 (担当:野呂文行)

学生に対する評価 毎回のショートレポート (40点)と学期末試験 (60点)により総合的に評価する。

テキスト 1. 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

2. 文部科学省「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)」

3. 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」

参考書・参考資料等 授業時に随時紹介

オフィスアワー



授業科目名 知的障害心理学

科目番号 01EL113

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 大六 一志

授業概要 知的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。

典型的な心理的発達と知的障害の心理的発達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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

知的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。

授業計画 第 1回知的障害の定義および分類

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

学生に対する評価 定期試験の得点、レポートの内容を中心とし、授業における討議への参加や問題意

識、出席状況なども加味して、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 1. 小池敏英・北島善夫「知的障害の心理学:発達支援からの理解」北大路書房

2. 下山晴彦・丹野義彦編「講座臨床心理学 3 異常心理学 I」東京大学出版会

オフィスアワー



授業科目名 知的障害病態生理学

科目番号 01EL114

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 塩川 宏郷

授業概要 知的障害の定義と, 定義に関連する病態生理学的知見について, 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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, 合併疾患などについて, 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回学習障害の病態生理

第 8回注意欠陥/多動性障害の病態生理

第 9回自閉症・高機能自閉症・アスペルガー障害の病態生理

第 10回てんかんの病態生理

学生に対する評価 各回の出席状況と試験結果から総合的に評価する。とりわけ病態生理学側面を教育的

支援に生かそうとする姿勢の程度を評価対象とする。

テキスト

参考書・参考資料等 1. 杉山登志郎・原仁 (共著):特別支援教育のための精神・神経医学 学研 (2003)

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害教育学

科目番号 01EL115

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 四日市 章,左藤 敦子

授業概要 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

ける最近の話題についても学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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。

授業計画 第 1回聴覚の障害の捉え方 (担当:四日市)

第 2回発達と聴覚障害がもたらす課題 (1):乳幼児期、学童期 (担当:左藤)

第 3回発達と聴覚障害がもたらす課題 (2):中学・高等部期、大学・就職期 (担当:四日

市)

第 4回特別支援学校 (聴覚障害)の組織と教育の概要 (担当:四日市)

第 5回特別支援学校 (聴覚障害)の授業と指導に関わる諸要因 (担当:四日市)

第 6回教科学習を支える心理的要因 (担当:左藤)

第 7回聴覚障害教育と教材 (担当:左藤)

第 8回聴覚障害教育の歴史 (担当:四日市)

第 9回聴覚障害教育に関わる法律と職業 (担当:四日市)

第 10回聴覚障害に関わる教育制度の概要 (担当:四日市)

学生に対する評価 聴覚障害の特質を理解し、その上で指導方法の意義を知りえたかどうか。

聴覚障害教育の歴史の流れを理解し、今日的な課題を捉えることができているか。

テキスト 授業時に資料を配付する。

参考書・参考資料等 1. 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)

2. 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)

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害指導法

科目番号 01EL116

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 5,6

担当教員 四日市 章,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 聴覚障害児への言語指導の理論や指導方法に関して、基本的な事項を中心に、歴史的

背景や指導の考え方、実際の指導方法について学習する。また、近年の、指導方法を

巡るさまざまな考え方についても学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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コミュニケーション方法や言語指導方の理論と実際について、

聴覚障害児の個のニーズを軸にしながら理解する。

授業計画 第 1回聴覚障害教育における言語指導:言語指導の捉え方 (担当:四日市)

第 2回言語指導の歴史 (1):明治期˜大正期 (担当:四日市)

第 3回言語指導の歴史 (2):昭和期˜現代 (担当:四日市)

第 4回聴覚障害児の言語発達 (担当:左藤)

第 5回口話法教育における言語指導 (担当:左藤)

第 6回聴覚活用による早期言語指導 (担当:鄭)

第 7回発音・発語指導 (担当:鄭)

第 8回キュードスピーチと指文字 (担当:鄭)

第 9回日本語対応手話と日本手話 (担当:四日市)

第 10回聴覚障害児の読み書き指導 (担当:左藤)

学生に対する評価 時代の背景とコミュニケーション方法の変遷、聴覚障害児の個々のニーズとコミュニ

ケーション方法の在り方、コミュニケーション指導の基礎と実際の方法について理解

を得たかどうか。

テキスト 授業時に資料を配付する。

参考書・参考資料等 1. 長崎勤・前川久男編著「障害理解のための心理学」明石書店

2. 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

3. 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

4. 中野善達・吉野公喜編著「聴覚障害の心理」田研出版

5. Marschark, M., Lang,H.G.,& Albertinii,J.A. Educating deaf students. Oxford

University Press. 2002

6. Paul,P.V. & Jackson, D.W. Toward a Psychology of Deafness. Allyn and

Bacon. 1993

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害心理学

科目番号 01EL117

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 鄭 仁豪,加藤 靖佳

授業概要 本授業は、特別支援教育聴覚障害児者の生涯にわたる発達を心理学的視点から捉え、

聴覚障害児者に関する基礎的理解を深めるための学習を進める。具体的には、コミュ

ニケーション、認知、知能、パーソナリティ、家庭内の環境、社会的態度などの発達

要因と聴覚障害との関連を発達的な側面から検討し、聴覚障害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。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

聴覚障害児者における発達上の問題点の背景を理解するために、コミュニケーショ

ン、認知、知能、パーソナリティなどの個体発達の側面と、家庭内環境や社会の態度

などの環境的側面との関連から聴覚障害の発達を捉え、聴覚障害児者の理解と指導に

必要な基礎的知識を学習することを目的とする。

授業計画 第 1回聴覚障害のとらえ方 (鄭)

第 2回聴覚障害とその概念 (鄭)

第 3回聴覚機構の役割と聞こえの仕組み (加藤)

第 4回聴覚障害の発見・診断・分類 (加藤)

第 5回聴覚障害と聴覚補償 (加藤)

第 6回聴覚障害と発達の視点 (鄭)

第 7回聴覚障害とコミュニケーションの発達 (1)発声発語の仕組みと音響音声学 (加

藤)

第 8回聴覚障害とコミュニケーションの発達 (2)聴覚障害とコミュニケーション手段

(加藤)

第 9 回聴覚障害とコミュニケーションの発達 (3) 聴覚・音声とコミュニケーション

(加藤)

第 10回聴覚障害とコミュニケーションの発達 (4)聴覚障害とコミュニケーション支

援 (加藤)

第 11回聴覚障害と手話言語の発達 (加藤)

第 12回聴覚障害と認知発達 (1):認知観と知的能力 (鄭)

第 13回聴覚障害と認知発達 (2):聴覚障害者の知的能力の評価 (鄭)

第 14回聴覚障害とリテラシーの発達 (1)聴覚障害児者のリテラシーの現状 (鄭)

第 15回聴覚障害とリテラシーの発達 (2)聴覚障害児と読み書きの発達 (鄭)

第 16回聴覚障害と記憶 (1)聴覚障害と情報処理 (鄭)

第 17回聴覚障害と記憶 (2)聴覚障害児者の記憶の特徴 (鄭)

第 18回聴覚障害と社会的発達 (1)聴覚障害と情緒発達と社会性の発達 (鄭)

第 19回聴覚障害と社会的発達 (2)聴覚障害と対人関係と文化 (鄭)

第 20回まとめ

学生に対する評価 定期試験による成績評価を基本とし、レポートの内容、出席状況を総合的に評価する。

テキスト 特に指定しない



参考書・参考資料等 1. 中村満紀男・四日市章 編著 (2007)「障害科学とは何か」 明石書店

2. 長崎 勤・前川久男 編著 (2008)「障害理解のための心理学」 明石書店

3. Marschark,M. & Spencer,P.E. (2011) The Oxford Handbook of Deaf Studies,

Language, and Education.Oxford University Press

4. Marschark,. M. & Hauser,P.C.(2008)Deaf Cognition. Oxford University Press

5. Paul,P.V. & Jackson,D.W.(1993) Toward a Psychology of Deafness. Allyn and

Bacon.

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害病態生理学

科目番号 01EL118

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 火 3; 春 AB 集中

担当教員 原島 恒夫

授業概要 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、中枢聴覚系、

発声発語器官と音響音声学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

な関連領域の基礎について講述する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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および発声発語に

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及び音声言語指

導の基礎を学ぶ

授業計画 第 1回外耳・中耳の構造と機能・病理

第 2回内耳の構造と機能・病理

第 3回中枢聴覚系の構造と機能・病理

第 4回音のやさしい物理学

第 5回音響心理学の基礎

第 6回聴覚の評価

第 7回補聴器とフィッティング

第 8回人工内耳

第 9回乳幼児の聴覚と言語発達

第 10回乳幼児聴力検査と新生児スクリーニング

第 11回聴覚活用と読話

第 12回手話の神経心理学

第 13回呼吸のメカニズム

第 14回構音のメカニズム

第 15回音響音声学

第 16回音声の評価

第 17回発音・発語器官の評価

第 18回聴覚・音声言語科学研究法

第 19回まとめ

学生に対する評価 試験およびレポート

テキスト 1. 「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.

2. 「新ことばの科学入門-第 2版」廣瀬 肇、2008

参考書・参考資料等 随時指示する。

オフィスアワー



授業科目名 重複障害指導法

科目番号 01EL119

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 4

担当教員 川間 健之介,佐島 毅

授業概要 複数の障害を合わせ有する児童生徒の状態像を理解することにより、重複障害児教育

における教育実践のもつ意義を把握することを目的とする。重複障害児の発達の様相

と教育の持つ意味の理解をはかる。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育に関する科目 (免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の

領域に関する科目)

・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

・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

さまざまな重複障害児の状態像を理解し、その発達支援のための方法論について習得

する。

授業計画 第 1回重複障害とは 担当:小林 秀之

第 2回重複障害児に対する教育課程 担当:任 龍在

第 3回知的障害のない重複障害児の指導－視覚障害のアセスメント 担当:小林 秀之

第 4回知的障害のない重複障害児の指導－視覚障害が発達に及ぼす影響 担当:小林 秀

之

第 5 回知的障害のない重複障害児の指導－視覚障害を伴う重複障害児の指導の実際

担当:小林 秀之

第 6 回知的障害のある重複障害児の指導－肢体不自由に知的障害を併せ持つ子ども

担当:任 龍在

第 7回知的障害のある重複障害児の指導－重度・重複障害のアセスメント 担当:任 龍

在

第 8回知的障害のある重複障害児の指導－重度・重複障害児の指導計画の立案 担当:

任 龍在

第 9回知的障害のある重複障害児の指導－重度・重複障害児の指導の実際 担当:任 龍

在

第 10回まとめ－さまざまな重複障害児の発達支援のための方法 担当:小林 秀之

学生に対する評価 受講態度や討議への参加状況及び期末試験の内容を総合的に判断し、評価を行う。

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 中村満紀男他編著 (2009)理解と支援の特別支援教育〈2訂版〉.コレール社.

オフィスアワー



授業科目名 特別支援学校教育実習

科目番号 01EL120

単位数 3.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 加藤 靖佳,小林 秀之,左藤 敦子,安藤 隆男,米田 宏樹

授業概要 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。

備考

授業形態 実習・実験・実技

担当形態 クラス分け

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。

授業計画 ・対象校:

附属視覚特別支援学校 (加藤担当)

附属聴覚特別支援学校 (加藤担当)

附属桐が丘特別支援学校 (菅野担当)

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 (菅野担当)

1) 事前指導 (掲示にて連絡)

2) 実習校オリエンテーション

3) 教育実習 (15日間)

4) 事後指導 (実習の報告・反省会)

学生に対する評価 実習およびオリエンテーション等への出席、実習期間における授業や課外活動での状

況や取り組みの姿勢、指導力 (研究授業の評価を含む)、実習手帳の内容等を総合的に

判断し、評価する。

テキスト 1. 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.

参考書・参考資料等 実習時に指示する。

オフィスアワー



授業科目名 発達・行動・言語障害指導法

科目番号 01EL121

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 園山 繁樹,熊谷 恵子

授業概要 発達障害 (LD、ADHD、アスペルガー障害等)、行動障害 (自閉症、不登校、選択性緘

黙等)、言語障害 (吃音、構音障害、言語発達遅滞等)について各 3回に分け、それぞ

れについて 1タイプと生理、心理的特徴、2指導法の基礎、3指導の実際を講義する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育に関する科目 (免許状に定められることになる特別支援教育領域以外の

領域に関する科目)

・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

・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、行動障害、言語障害の心理、生理、背景要因等に関する基礎的な知識を

習得する。

・発達障害、行動障害、言語障害のアセスメントや指導方法について基礎的な知識を

習得する。

授業計画 第 1回発達障害・行動障害・言語障害の障害種別と関連性 担当:園山 繁樹

第 2回発達障害のタイプと生理、心理的特徴 担当:熊谷 恵子

第 3回発達障害の指導法の基礎 担当:熊谷 恵子

第 4回発達障害の指導の実際 担当:熊谷 恵子

第 5回行動障害のタイプと生理、心理的特徴 担当:園山 繁樹

第 6回行動障害の指導法の基礎 担当:園山 繁樹

第 7回行動障害の指導の実際 担当:園山 繁樹

第 8回言語障害のタイプと生理、心理的特徴 担当:長崎 勤

第 9回言語障害の指導法の基礎 担当:長崎 勤

第 10回言語障害の指導の実際 担当:長崎 勤

学生に対する評価 2/3以上を出席した者に対し定期試験を行い、試験の成績により A-Dの 4段階評価

を行う。

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 長崎 勤 (2002) 教育現場での言語発達評価と支援. 言語発達とその発達支援 (岩立

志津夫・小椋たみ子編著), pp.217-226,ミネルヴァ書房.

その他、授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 発達・行動障害生理・心理学

科目番号 01EL122

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 岡崎 慎治,柘植 雅義

授業概要 医学・生理学、心理学など基礎科学の知見から発達・行動障害の生理・心理学におけ

る今日的課題を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学

ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育に関する科目 (免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の

領域に関する科目)

・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

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の指導法に関する科目

授業の到達目標及び

テーマ

・発達・行動障害生理・心理学における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科

学としての課題解決の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回発達・行動障害生理・心理学とは 担当:藤原 義博

第 2回発達・行動障害生理・心理学における最新動向と課題とは 担当:藤原 義博

第 3回発達・行動障害生理・心理学における最新課題 I(病態生理学的知見の実態) 担

当:岡崎 慎治

第 4回発達・行動障害生理・心理学における最新課題 I(病態生理学の成果と課題) 担

当:岡崎 慎治

第 5回発達・行動障害生理・心理学における最新課題 II(発達障害の心理学的成果と

課題) 担当:岡崎 慎治

第 6 回発達・行動障害生理・心理学における最新課題 II(発達障害のアセスメント・

支援方法の成果と課題) 担当:岡崎 慎治

第 7回発達・行動障害生理・心理学における最新課題 III(行動障害の理論的成果と課

題) 担当:藤原 義博

第 8回発達・行動障害生理・心理学における最新課題 III(行動障害の分析・支援方法

の成果と課題) 担当:藤原 義博

第 9回発達・行動障害生理・心理学における課題別討議 (発達障害の支援) 担当:岡崎

慎治

第 10 回発達・行動障害生理・心理学における課題別討議 (行動障害の支援) 担当:藤

原 義博

学生に対する評価 討議への参加状況とレポート発表に出席状況を加味して総合的に評価し、A-D の 4

段階評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において必要に応じて随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 言語障害生理・心理学

科目番号 01EL123

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 宇野 彰

授業概要 言語障害の中でも比較的歴史の浅い文字言語の障害について、障害の背景となる認知

障害や大脳機能障害、症状、対応などに関して解説する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育に関する科目 (免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の

領域に関する科目)

・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

言語障害の生理や心理に関わる、今日的課題について問題点、対応などについて

学ぶ。

この授業を通じて、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

の回答を見つける力を涵養する。

授業計画 第 1回発達性 dyslexiaの英語圏と日本での定義 担当:長崎 勤

第 2回推定されている大脳の機能障害部位と細胞レベルでの異常 担当:宇野 彰

第 3回背景となる障害仮説 担当:長崎 勤

第 4回ひらがな、カタカナ、漢字を習得するために必要な認知能力 担当:宇野 彰

第 5回発達性 dyslexiaの国別の出現頻度 担当:宇野 彰

第 6回文字言語体系の透明性と粒性 担当:宇野 彰

第 7回認知神経心理学的な分析 (読みの一貫性と規則性、単語属性効果、文字長効果)

担当:宇野 彰

第 8回根拠に基づいた治療的教育 担当:宇野 彰

第 9回根拠に基づいたトレーニング方法および方法別大脳の活性部位 担当:宇野 彰

第 10回まとめ 担当:長崎 勤

学生に対する評価 学期末の筆記試験およびレポートによって A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 特に定めない。

参考書・参考資料等 言語聴覚障害学、言語聴覚療法、認知神経心理学などに関する書籍

オフィスアワー



授業科目名 病弱教育学

科目番号 01EL124

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 夏季休業中 集中

担当教員

授業概要 病弱児教育の対象児や担当となった教員の職務の範囲について理解した上で、明治期

の病弱児教育から、対象が拡散しつつある現在の病弱教育の流れを追う。その理解の

上に、現在の病弱教育の状況を知り、それに対応した教育課題を理解する。

備考 9/6-9/7, 2-6時限

詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態

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

・病弱児の教育について、その成り立ちから理解し、今日の姿の蓋然性を理解する

病弱児の教育の現状と課題を知る

授業計画 第 1回病弱教育の範囲

第 2回病弱教育の歴史 (戦前)

第 3回病弱教育の歴史 (戦後)

第 4回学校保健と病弱教育

第 5回病弱教育の対象児

第 6回病弱児の教育措置

第 7回病弱児の教育課程

第 8回病弱児の自立活動

第 9回移行教育

第 10回病弱児教育の課題

学生に対する評価 期末試験の成績により、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 特に定めない

参考書・参考資料等 特に定めない

オフィスアワー



授業科目名 病弱指導法

科目番号 01EL125

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 夏季休業中 集中

担当教員

授業概要 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。

備考 9/14-15, 2-6時限

詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態

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

授業計画 第 1回健康障害児の指導 I(身体的疾患)

第 2回健康障害児の指導 II(精神的疾患)

第 3回特別支援学校 (病弱)における指導 I(幼・小)

第 4回特別支援学校 (病弱)における指導 II(中・高)

第 5回訪問・分教室における指導 I(小)

第 6回訪問・分教室における指導 II(中・高)

第 7回院内学級における指導 I(小)

第 8回院内学級における指導 II(中・高)

第 9回在宅療養児の指導

第 10回その他の場における指導

学生に対する評価 期末試験の成績により、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 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・参考資料等 1. 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

オフィスアワー



授業科目名 病弱心理学

科目番号 01EL126

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 夏季休業中 集中

担当教員

授業概要 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。

備考 9/8, 9/15, 2-6時限

授業形態 講義

担当形態

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(幼児・児童)

第 7回健康障害児・者のための心理アセスメント方法 II(成人)

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)

学生に対する評価 期末試験の成績により、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト なし

参考書・参考資料等 1. 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

2. 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

オフィスアワー



授業科目名 病弱病態生理学

科目番号 01EL127

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 B 金 5,6

担当教員 竹田 一則

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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。

授業計画 第 1回オリエンテーション,健康障害と病弱・虚弱児者

第 2回小児の健康障害 (病弱・虚弱)の対象となる病態-1(気管支喘息)

第 3回小児の健康障害 (病弱・虚弱)の対象となる病態-2(アトピー性皮膚炎)

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

第 5回小児の健康障害 (病弱・虚弱)の対象となる病態-1(肥満)

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

第 7回小児の健康障害 (病弱・虚弱)の対象となる病態-3(その他の生活習慣病)

第 8回小児の健康障害 (病弱・虚弱)の対象となる病態-1(心身症)

第 9回小児の健康障害 (病弱・虚弱)の対象となる病態-2(摂食障害など)

第 10回まとめ

学生に対する評価 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。

テキスト 1. 竹田一則 (著)肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医学・生理

学 (ジアース教育新社)

参考書・参考資料等 1. 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)

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害教育実践学特講

科目番号 01EL201

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 火 5,6

担当教員 柿澤 敏文,小林 秀之

授業概要 教育学、心理学、医学・生理学など基礎科学の知見から視覚障害教育における今日的

課題を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

・視覚障害教育における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科学としての課題

解決の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回視覚障害教育実践学とは (担当:柿澤敏文・小林秀之)

第 2回視覚障害教育における最新動向と課題とは (担当:柿澤敏文・小林秀之)

第 3回視覚障害教育における最新課題 I(視覚障害原因疾患の実態)(担当:柿澤敏文)

第 4 回視覚障害教育における最新課題 I(視覚障害原因疾患に対する視覚管理の成果

と課題)(担当:柿澤敏文)

第 5回視覚障害教育における最新課題 II(視覚特別支援学校の現状と課題)(担当:小林

秀之)

第 6 回視覚障害教育における最新課題 II(視覚特別支援学校におけるセンター的機

能)(担当:小林秀之)

第 7回視覚障害教育における最新課題 II(弱視特別支援学級の現状と課題)(担当:小林

秀之)

第 8回視覚障害教育における最新課題 II(弱視通級指導教室の現状と課題)(担当:小林

秀之)

第 9回視覚障害教育における最新課題 III(教員養成と教師の専門性)(担当:小林秀之)

第 10回視覚障害教育における最新課題 III(現職教育と教師の専門性)(担当:小林秀之)

第 11回視覚障害教育における最新課題 IV(盲教育)(担当:柿澤敏文)

第 12回視覚障害教育における最新課題 IV(点字)(担当:柿澤敏文)

第 13回視覚障害における最新課題 V(視覚補助具)(担当:小林秀之)

第 14回視覚障害における最新課題 V(拡大教科書)(担当:小林秀之)

第 15回視覚障害における最新課題 VI(視機能評価)(担当:柿澤敏文)

第 16回視覚障害における最新課題 VI(読書能力評価)(担当:柿澤敏文)

第 17回視覚障害教育における課題別討議 (視覚管理・教育機関)(担当:柿澤敏文・小

林秀之)

第 18 回視覚障害教育における課題別討議 (教師の専門性・盲教育)(担当:柿澤敏文・

小林秀之

第 19回視覚障害教育における課題別討議 (弱視教育・機能評価)(担当:柿澤敏文・小

林秀之)

第 20回まとめ (担当:柿澤敏文・小林秀之)

学生に対する評価 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

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男編 (2007)特別支援教育を創造するための教育学.明石書店.

2. 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.

3. 前川久男・長崎勤編 (2007)障害理解のための心理学.明石書店.

参考書・参考資料等 1. 香川邦生他 (2005)視覚障害教育に携わる方のために 慶応義塾大学出版会

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

3. 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.

4. 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.

5. 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



オフィスアワー



授業科目名 視覚障害教育実践学実習

科目番号 01EL202

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 柿澤 敏文,小林 秀之

授業概要 視覚障害者に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価までの

一貫した教育開発実習に取り組む。附属学校などと協働して先導的な取り組みを行う

ことで、高度な授業実践の開発の能力を高める。

備考 視覚障害教育実践学特講を履修済みであること。特別支援学校教諭 (視覚障害教育領

域)1種免許状を有していること。障害科学専攻の学生に限る。

詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態 複数教員担当

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

・視覚障害教育実践学特講で学修した専門的知識・技能を、実習を通じてさらに高度

化する。

・附属特別支援学校等において教員と協働して視覚障害者の授業実践に関わる教育開

発研究を行い、視覚障害教育における高度専門家としての資質・力量を形成する。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス))

第 2 回大学における事前指導 2(附属学校等における実習の意義と方法、研究遂行と

倫理)

第 3回附属学校等における事前指導 1(附属学校等における使命と研究体制)

第 4回附属学校等における事前指導 2(附属学校等の研究の動向と課題)

第 5回附属学校等における授業参加 1(小学部の教科指導)

第 6回附属学校等における授業参加 2(小学部の自立活動指導)

第 7回附属学校等における授業参加 3(中学部の教科指導)

第 8回附属学校等における授業参加 4(中学部の自立活動指導)

第 9回附属学校等における授業参加 5(高等部の教科指導)

第 10回附属学校等における授業参加 6(高等部の自立活動指導)

第 11回大学における中間指導 1(附属学校等における研究課題の構想)

第 12回大学における中間指導 2(附属学校等における研究課題の検討)

第 13回附属学校等における授業実践開発の構想 (研究課題の計画立案)

第 14 回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における児童生徒の実態

把握)

第 15回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における授業実践)

第 16回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属学級における授業実践の検討)

第 17回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属校における授業実践の発表会)

第 18回大学における事後指導 1(授業実践の発表)

第 19回大学における事後指導 2(授業実践に関する協議)

第 20回大学における事後指導 3(授業実践のレポート作成)

学生に対する評価 受講態度や講義・実習への参加状況、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。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。



オフィスアワー



授業科目名 視覚障害教育実践学セミナー

科目番号 01EL203

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 柿澤 敏文,小林 秀之

授業概要 特別支援教育及び視覚障害教育関連の論文講読及び討論により、実践科学と基礎科学

との架橋に関することの意義と方法を学修する。

備考 視覚障害教育実践学特講履修済み・視覚障害教育実践学実習を履修しているものに

限る。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・視覚障害教育実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じ

て、高度専門家としての実践と研究との架橋を実現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (セミナーの意義、手続きと準備)

第 2回視覚障害教育実践学実習の発表

第 3回グループワーク 1(実践科学としての視覚障害教育実践学実習の成果の整理)

第 4回グループワーク 2(実践科学としての視覚障害実践学実習の限界と課題の整理)

第 5 回グループワーク 3(実践学実習の課題に向き合うための基礎科学研究について

討議)

第 6回個別ワーク 1(国内外の特別支援教育及び視覚障害教育関連文献の収集)

第 7回個別ワーク 2(国内外の特別支援教育及び視覚障害教育関連文献の収集と講読)

第 8回個別ワーク 3(国内外の特別支援教育及び視覚障害教育関連文献のレビュー)

第 9回個別ワーク 4(レビューレポート作成と提出)

第 10回グループワーク 4(レポートによる発表と討議)

学生に対する評価 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。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害教育開発演習

科目番号 01EL204

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 柿澤 敏文,小林 秀之,佐島 毅

授業概要 視覚障害教育の開発に関わる研究テーマの設定、研究手法 (事例研究,授業研究,調査

研究,実験研究,文献研究) の採用、データの収集分析など研究プロポーザルの作成、

展開、議論の作業を通じて、視覚障害教育の開発に関わる手法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・視覚障害教育実践学における体系的な学修の成果に立脚し,各受講者の関心から視

覚障害教育領域における課題を抽出し, 科学的手続きに基づく教育開発の基礎的, 応

用的な力量の定着を図る。

授業計画 第 1回視覚障害教育開発演習の趣旨・ガイダンス

第 2回視覚障害教育研究プロポーザル立案

第 3回視覚障害教育研究プロポーザル作成

第 4回視覚障害教育研究プロポーザル発表・検討会

第 5回視覚障害教育研究の展開とその検討

第 6回視覚障害教育研究の文献資料の収集

第 7回視覚障害教育研究の資料・データの収集

第 8回視覚障害教育研究の資料・データの確認

第 9回視覚障害教育研究の資料・データの基礎分析

第 10回視覚障害教育研究の資料・データの応用分析

第 11回視覚障害教育研究の資料・データの発展分析

第 12回中間発表資料の作成

第 13回中間発表練習

第 14回中間発表検討会

第 15回中間発表検討会を受けた討論

第 16回視覚障害教育研究のまとめ

第 17回視覚障害教育研究レポート作成

第 18回研究成果の発表

第 19回研究成果の評価

第 20回まとめ

学生に対する評価 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。

テキスト 1. 中村満紀男・四日市章編 (2007)障害科学とは何か.明石書店

2. 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

3. 長崎 勤・前川久男編 (2008)障害理解のための心理学.明石書店

4. 前川久男・園山繁樹編 (2009)障害科学の研究法.明石書店



参考書・参考資料等 1. 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

の学術雑誌

2. 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

3. Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment

and Vision Rehabilitation. Oxford University Press.

4. 香川邦生・千田耕基編 (2009).小・中学校における視力の弱い子どもの学習支援.

教育出版

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害教育実践学特講

科目番号 01EL205

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 月 4,5

担当教員 四日市 章,原島 恒夫,加藤 靖佳,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 教育学、心理学、医学・生理学など基礎科学の知見から聴覚障害教育における今日的

課題を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

・聴覚障害教育における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科学としての課題

解決の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回聴覚障害教育実践学とは (担当:四日市)

第 2回聴覚障害教育における歴史と現代の課題 (担当:四日市)

第 3回聴覚障害教育における最新課題 I(聴覚医学とスクリーニング検査)(担当:原島)

第 4回聴覚障害教育における最新課題 I(人工内耳と補聴器)(担当:原島)

第 5回聴覚障害教育における最新課題 II(聴覚の評価と教育での活用)(担当:原島)

第 6回聴覚障害教育における最新課題 II(聴覚障害教育の枠組み)(担当:四日市)

第 7回聴覚障害教育における最新課題 II(聴覚障害児の認知能力・知能)(担当:鄭)

第 8回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の認知能力・読書力)(担当:鄭)

第 9回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の読みと眼球運動)(担当:鄭)

第 10回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の社会性の発達)(担当:鄭)

第 11回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の言語力)(担当:左藤)

第 12回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の言語発達)(担当:左藤)

第 13回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の語彙)(担当:左藤)

第 14回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児の言語指導)(担当:左藤)

第 15回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児教育自立活動)(担当:加藤)

第 16回聴覚障害教育における最新課題 III(聴覚障害児のコミュニケーションの枠組

み)(担当:加藤)

第 17回聴覚障害教育における課題別討議 (聴覚障害児と発音)(担当:加藤)

第 18回聴覚障害教育における課題別討議 (聴覚障害児とコミュニケーション技能)(担

当:加藤

第 19回聴覚障害教育における課題別討議 (聴覚障害教育の専門性)(担当:四日市)

第 20回まとめ (担当:原島)

学生に対する評価 聴覚障害教育において、生理学・医学、心理学、教育学と指導法が、どのように有機

的に連合しながら展開し、課題をもっているのかを、自らの積極的な学習によってど

のように深められたか。

テキスト 授業時に資料を配付する。

参考書・参考資料等 1. 障害科学系編集 「シリーズ「障害科学の展開」第 1˜第 6巻」 (明石書店)

2. 特殊教育学研究、オージオロジー、音声言語医学、聴覚言語障害、ろう教育科学、

障害科学研究、聴能言語学研究、Audiology Japan,

3. J. of Speech, Language, and Hearing Research, American Annals of the Deaf,

Volta Review, Deaf Studies &Deaf Education, Sign Language Studies



オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害教育実践学実習

科目番号 01EL206

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 四日市 章,原島 恒夫,加藤 靖佳,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 聴覚障害者に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価までの

一貫した教育開発実習に取り組む。附属学校などと協働して先導的な取り組みを行う

ことで、高度な授業実践の開発の能力を高める。

備考 聴覚障害教育実践学特講を履修済みであること。特別支援学校教諭 (聴覚障害教育領

域)1種免許状を有していること。障害科学専攻の学生に限る。

詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態 数教員担当

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

・聴覚障害教育実践学特講で学修した専門的知識・技能を、実習を通じてさらに高度

化する。

・附属特別支援学校等において教員と協働して聴覚障害者の授業実践に関わる教育開

発研究を行い、聴覚障害教育における高度専門家としての資質・力量を形成する。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス)

第 2 回大学における事前指導 2(附属学校等における実習の意義と方法、研究遂行と

倫理)

第 3回附属学校等における事前指導 1(附属学校等における使命と研究体制)

第 4回附属学校等における事前指導 2(附属学校等の研究の動向と課題)

第 5回附属学校等における授業参加 1(乳幼児の療育)

第 6回附属学校等における授業参加 2(幼稚部の自立活動指導)

第 7回附属学校等における授業参加 3(小学部の教科指導)

第 8回附属学校等における授業参加 4(小学部の自立活動指導)

第 9回附属学校等における授業参加 5(中学部/高等部の教科指導)

第 10回附属学校等における授業参加 6(中学部/高等部の自立活動指導)

第 11回大学における中間指導 1(附属学校等における研究課題の構想)

第 12回大学における中間指導 2(附属学校等における研究課題の検討)

第 13回附属学校等における授業実践開発の構想 (研究課題の計画立案)

第 14 回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における幼児児童生徒の

実態把握)

第 15回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における授業実践)

第 16回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属学級における授業実践の検討)

第 17回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属校における授業実践の発表会)

第 18回大学における事後指導 1(授業実践の発表)

第 19回大学における事後指導 2(授業実践に関する協議)

第 20回大学における事後指導 3(授業実践のレポート作成)

学生に対する評価 提出されたレポート等をもとに、実践での設定課題への取り組み、反省点と今後の課

題に関する内容について評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。



オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害教育実践学セミナー

科目番号 01EL207

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 四日市 章,原島 恒夫,加藤 靖佳,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 特別支援教育及び聴覚障害教育関連の論文講読及び討論により、実践科学と基礎科学

との架橋に関することの意義と方法を学修する。

備考 聴覚障害教育実践学特講履修済み・聴覚障害教育実践学実習を履修しているものに

限る。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・聴覚障害教育実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じ

て、高度専門家としての実践と研究との架橋を実現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (セミナーの意義、手続きと準備)

第 2回聴覚障害教育実践学実習の発表

第 3回グループワーク 1(実践科学としての聴覚障害教育実践学実習の成果の整理)

第 4回グループワーク 2(実践科学としての聴覚障害実践学実習の限界と課題の整理)

第 5 回グループワーク 3(実践学実習の課題に向き合うための基礎科学研究について

討議)

第 6回個別ワーク 1(国内外の特別支援教育及び聴覚障害教育関連文献の収集)

第 7回個別ワーク 2(国内外の特別支援教育及び聴覚障害教育関連文献の収集と講読)

第 8回個別ワーク 3(国内外の特別支援教育及び聴覚障害教育関連文献のレビュー)

第 9回個別ワーク 4(レビューレポート作成と提出)

第 10回グループワーク 4(レポートによる発表と討議)

学生に対する評価 提出されたレポート及び授業での討議の状況をもとに評価を行う

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害教育開発演習

科目番号 01EL208

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 四日市 章,原島 恒夫,加藤 靖佳,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 聴覚障害教育の開発に関わる研究テーマの設定、研究手法 (事例研究,授業研究,調査

研究,実験研究,文献研究) の採用、データの収集分析など研究プロポーザルの作成、

展開、議論の作業を通じて、聴覚障害教育の開発に関わる手法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・聴覚障害教育実践学における体系的な学修の成果に立脚し,各受講者の関心から聴

覚障害教育領域における課題を抽出し, 科学的手続きに基づく教育開発の基礎的, 応

用的な力量の定着を図る。

授業計画 第 1回聴覚障害教育開発演習の趣旨と活動内容の説明

第 2回プロポーザルの構成に関する説明

第 3回プロポーザルの構成に関する検討 (方向性・目的と内容について)

第 4回プロポーザルの構成に関する検討 (分析方法と仮説検討)

第 5回プロポーザルに関するグループ間討議

第 6回討議での課題の検討と整理

第 7回プロポーザルに関連した資料の収集と整理 (個人またはグループでの活動)

第 8回プロポーザルに関連した資料の収集と整理

第 9回プロポーザルに関連した資料の整理とまとめ

第 10回プロポーザルに関連した資料のまとめ・中間報告準備

第 11回プロポーザルの中間報告・検討 (1回目)

第 12回プロポーザルの中間報告・検討 (2回目)

第 13回プロポーザルに関連した資料の検討

第 14回プロポーザルに関連した資料の検討と整理

第 15回プロポーザルに関連した資料のまとめとプレゼンテーション整理

第 16回各プロポーザルの発表と討議 (1回目)

第 17回各プロポーザルの発表と討議 (2回目)

第 18回聴覚障害教育研究のまとめとレポート作成

第 19回研究成果の発表と評価

第 20回研究成果の発表と評価

学生に対する評価 聴覚障害教育における、生理学・医学、心理学、教育学等の各分野に関連して、聴覚

障害教育に関する指導法等を視野において、新たな教育の開発に向けて、課題定義の

的確さ、論拠の科学性、議論の内容等に基づいて評価する。

テキスト 特に準備しない

参考書・参考資料等 1. 障害科学系編集 「シリーズ「障害科学の展開」第 1˜第 6巻」 (明石書店)

2. 特殊教育学研究、オージオロジー、音声言語医学、聴覚言語障害、ろう教育科学、

障害科学研究、聴能言語学研究、Audiology Japan

3. J. of Speech, Language, and Hearing Research, American Annals of the Deaf,

Volta Review, Deaf Studies &Deaf Education, Sign Language Studies



オフィスアワー



授業科目名 知的障害教育実践学特講

科目番号 01EL209

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 月 4,5

担当教員 米田 宏樹

授業概要 教育学、心理学、医学・生理学など基礎科学の知見から知的障害教育における今日的

課題を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

・知的障害教育における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科学としての課題

解決の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回知的障害教育実践学とは (担当:米田宏樹)

第 2回知的障害教育における国際動向と課題 (担当:米田宏樹)

第 3回知的障害教育における国内動向と課題 (担当:米田宏樹)

第 4 回知的障害教育における最新課題 I(インクルーシブ教育におけるカリキュラム

の議論)(担当:米田宏樹)

第 5 回知的障害教育における最新課題 I(通常教育教科と知的障害教育教科・自立活

動)(担当:米田宏樹

第 6回知的障害教育における最新課題 I(生活教育の理論と方法)(担当:米田宏樹)

第 7回知的障害教育における最新課題 II(指導への反応 (RTI)にもとづく児童生徒の

学習評価)(担当:菅野和恵)

第 8回知的障害教育における最新課題 II(児童生徒の社会生活能力の評価)(担当:菅野

和恵)

第 9 回知的障害教育における最新課題 II(評価に基づく指導課題・内容の調整と修

正)(担当:菅野和恵)

第 10回知的障害教育における最新課題 III(知的障害教育教師の専門性)(担当:米田宏

樹)

第 11回知的障害教育における最新課題 III(教員養成と教師の専門性)(担当:米田宏樹)

第 12回知的障害教育における最新課題 III(現職教育と教師の専門性)(担当:米田宏樹)

第 13 回知的障害教育における最新課題 IV(生涯にわたる生活支援と学校教育の役

割)(担当:菅野和恵)

第 14回知的障害教育における最新課題 IV(個別の教育支援計画と他機関との連携)(担

当:菅野和恵)

第 15 回知的障害教育における最新課題 IV(知的障害者の役割価値の創造と学校教

育)(担当:菅野和恵)

第 16回知的障害教育における課題別討議 (カリキュラム開発)(担当:米田宏樹・菅野

和恵)

第 17回知的障害教育における課題別討議 (評価の指標・方法と評価に基づく指導)(担

当:米田宏樹・菅野和恵)

第 18回知的障害教育における課題別討議 (教師の専門性)(担当:米田宏樹・菅野和恵)

第 19回知的障害教育における課題別討議 (生涯を見通した支援)(担当:米田宏樹・菅

野和恵



第 20回まとめ (担当:米田宏樹・菅野和恵)

学生に対する評価 毎回のショートレポート (40点)と学期末試験 (60点)により総合的に評価する。

テキスト 1. 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

2. 文部科学省「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)」

3. 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」

参考書・参考資料等 授業時に随時紹介する。

オフィスアワー



授業科目名 知的障害教育実践学実習

科目番号 01EL210

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 米田 宏樹

授業概要 知的障害者に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価までの

一貫した教育開発実習に取り組む。附属学校などと協働して先導的な取り組みを行う

ことで、高度な授業実践の開発の能力を高める。

備考 知的障害教育実践学特講を履修済みであること。特別支援学校教諭 (知的障害教育領

域)1種免許状を有していること。障害科学専攻の学生に限る。

詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態 複数教員担当

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

・知的障害教育実践学特講で学修した専門的知識・技能を、実習を通じてさらに高度

化する。

・附属特別支援学校等において教員と協働して知的障害者の授業実践に関わる教育開

発研究を行い、知的障害教育における高度専門家としての資質・力量を形成する。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス))

第 2 回大学における事前指導 2(附属学校等における実習の意義と方法、研究遂行と

倫理)

第 3回附属学校等における事前指導 1(附属学校等における使命と研究体制)

第 4回附属学校等における事前指導 2(附属学校等の研究の動向と課題)

第 5回附属学校等における授業参加 1(小学部の領域・教科を合わせた指導)

第 6回附属学校等における授業参加 2(小学部の教科別・領域別の指導・自立活動の指

導)

第 7回附属学校等における授業参加 3(中学部の領域・教科を合わせた指導)

第 8回附属学校等における授業参加 4(中学部の教科別・領域別の指導・自立活動の指

導)

第 9回附属学校等における授業参加 5(高等部の領域・教科を合わせた指導)

第 10回附属学校等における授業参加 6(高等部の教科別・領域別の指導・自立活動の

指導)

第 11回大学における中間指導 1(附属学校等における研究課題の構想)

第 12回大学における中間指導 2(附属学校等における研究課題の検討)

第 13回附属学校等における授業実践開発の構想 (研究課題の計画立案)

第 14 回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における児童生徒の実態

把握)

第 15回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における授業実践)

第 16回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属学級における授業実践の検討)

第 17回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属校における授業実践の発表会)

第 18回大学における事後指導 1(授業実践の発表)

第 19回大学における事後指導 2(授業実践に関する協議)

第 20回大学における事後指導 3(授業実践のレポート作成)

学生に対する評価 実習への参加状況と提出されたレポートにより総合的に評価し、A-D の 4 段階評価

を行う。



テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 知的障害教育実践学セミナー

科目番号 01EL211

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 米田 宏樹

授業概要 特別支援教育及び知的障害教育関連の論文講読及び討論により、実践科学と基礎科学

との架橋に関することの意義と方法を学修する。

備考 知的障害教育実践学特講履修済み・知的障害教育実践学実習を履修しているものに

限る。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・知的障害教育実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じ

て、高度専門家としての実践と研究との架橋を実現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (セミナーの意義、手続きと準備)

第 2回知的障害教育実践学実習の発表

第 3回グループワーク 1(実践科学としての知的障害教育実践学実習の成果の整理)

第 4 回グループワーク 2(実践科学としての知的障害教育実践学実習の限界と課題の

整理)

第 5 回グループワーク 3(実践学実習の課題に向き合うための基礎科学研究について

討議)

第 6回個別ワーク 1(国内外の特別支援教育及び知的障害教育関連文献の収集)

第 7回個別ワーク 2(国内外の特別支援教育及び知的障害教育関連文献の収集と講読)

第 8回個別ワーク 3(国内外の特別支援教育及び知的障害教育関連文献のレビュー)

第 9回個別ワーク 4(レビューレポート作成と提出)

第 10回グループワーク 4(レポートによる発表と討議)

学生に対する評価 参加状況と提出されたレポートにより総合的に評価し、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 知的障害教育開発演習

科目番号 01EL212

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 米田 宏樹,大六 一志,柘植 雅義

授業概要 知的障害教育の開発に関わる研究テーマの設定、研究手法 (事例研究,授業研究,調査

研究,実験研究,文献研究) の採用、データの収集分析など研究プロポーザルの作成、

展開、議論の作業を通じて、知的障害教育の開発に関わる手法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・知的障害教育実践学における体系的な学修の成果に立脚し,各受講者の関心から知

的障害教育領域における課題を抽出し, 科学的手続きに基づく教育開発の基礎的, 応

用的な力量の定着を図る。

授業計画 第 1回知的障害教育開発演習の趣旨・ガイダンス

第 2回知的障害教育研究プロポーザル立案

第 3回知的障害教育研究プロポーザル作成

第 4回知的障害教育研究プロポーザル発表・検討会

第 5回知的障害教育研究の展開とその検討

第 6回知的障害教育研究の先行研究の収集

第 7回知的障害教育研究の資料・データの収集

第 8回知的障害教育研究の資料・データの確認

第 9回知的障害教育研究の資料・データの基礎分析

第 10回知的障害教育研究の資料・データの応用分析

第 11回知的障害教育研究の資料・データの発展分析

第 12回中間発表資料の作成

第 13回中間発表練習

第 14回中間発表検討会

第 15回中間発表検討会を受けた討論

第 16回知的障害教育研究のまとめ

第 17回知的障害教育研究レポートの作成

第 18回研究成果の発表

第 19回研究成果の評価

第 20回まとめ

学生に対する評価 討議への参加状況とレポート発表に出席状況を加味して総合的に評価し、A-D の 4

段階評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由教育実践学特講

科目番号 01EL213

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 木 5,6

担当教員 安藤 隆男

授業概要 教育学、心理学、医学・生理学など基礎科学の知見から肢体不自由教育における今日

的課題を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・肢体不自由教育における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科学としての課

題解決の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回肢体不自由教育実践学とは (教育実践学の定義と「肢体不自由教育実践学実習」

及び「肢体不自由教育実践学セミナー」との関連において何を学ぶかを概説する)

第 2回肢体不自由教育における最新動向と課題とは (障害の重度化、重複化の動向と

実態)

第 3回肢体不自由教育における最新動向と課題とは (最新の脳性疾患の事情)

第 4回肢体不自由教育における最新課題 I(医療的ケアの実態)

第 5回肢体不自由教育における最新課題 I(医療的ケアの成果と課題)

第 6回肢体不自由教育における最新課題 II(障害の重度,重複化と教育課程の基準)

第 7回肢体不自由教育における最新課題 II(教育課程の開発の意義と手続き)

第 8回肢体不自由教育における最新課題 III(求められる教師の専門性とは)

第 9回肢体不自由教育における最新課題 III(教員養成と教師の専門性)

第 10回肢体不自由教育における最新課題 III(教員研修と教師の専門性)

第 11回肢体不自由教育における最新課題 IV(脳性疾患の認知、行動特性)

第 12回肢体不自由教育における最新課題 IV(脳性疾患の特性と学習上の配慮)

第 13回最新課題に関する収集文献の整理

第 14回最新課題に関する収集文献の講読

第 15回肢体不自由教育における課題別討議 I(医療的ケアは教室に何をもたらしたか)

第 16回肢体不自由教育における課題別討議 II(教育課程の基準は妥当といえるか)

第 17回肢体不自由教育における課題別討議 III(肢体不自由教育において教師に求め

られる専門性とは何か)

第 18回肢体不自由教育における課題別討議 IV(地域で学ぶ脳性まひ者の教科学習を

どのように支えるか)

第 19回討議した諸課題に関する補足

第 20回まとめと講評

学生に対する評価 ・各課題に関するレポート (80点)と討議参加 (20点)をもって A-Dの 4段階評価を

行う。

テキスト 1. ・安藤隆男・中村満紀男編著「特別支援教育を創造するための教育学」明石書店

参考書・参考資料等 ・授業時に適宜紹介、配付

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由教育実践学実習

科目番号 01EL214

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 安藤 隆男

授業概要 肢体不自由者に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価まで

の一貫した教育開発実習に取り組む。附属学校などと協働して先導的な取り組みを行

うことで、高度な授業実践の開発の能力を高める。

備考 肢体不自由教育実践学特講を履修済みであること。特別支援学校教諭 (肢体不自由教

育領域)1種免許状を有していること。障害科学専攻の学生に限る。

授業形態 講義

担当形態

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

・肢体不自由教育実践学特講で学修した専門的知識・技能を、実習を通じてさらに高

度化する。

・附属特別支援学校等において教員と協働して肢体不自由者の授業実践に関わる教育

開発研究を行い、肢体不自由教育における高度専門家としての資質・力量を形成する。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス)

第 2 回大学における事前指導 2(附属学校等における実習の意義と方法、研究遂行と

倫理)

第 3回附属学校等における事前指導 1(附属学校等における使命と研究体制)

第 4回附属学校等における事前指導 2(附属学校等の研究の動向と課題)

第 5回附属学校等における授業参加 1(小学部の教科指導)

第 6回附属学校等における授業参加 2(小学部の自立活動指導)

第 7回附属学校等における授業参加 3(中学部の教科指導)

第 8回附属学校等における授業参加 4(中学部の自立活動指導)

第 9回附属学校等における授業参加 5(高等部の教科指導)

第 10回附属学校等における授業参加 6(高等部の自立活動指導)

第 11回大学における中間指導 1(附属学校等における研究課題の構想)

第 12回大学における中間指導 2(附属学校等における研究課題の検討)

第 13回附属学校等における授業実践開発の構想 (研究課題の計画立案)

第 14 回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における児童生徒の実態

把握)

第 15回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における授業実践)

第 16回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属学級における授業実践の検討)

第 17回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属校における授業実践の発表会)

第 18回大学における事後指導 1(授業実践の発表)

第 19回大学における事後指導 2(授業実践に関する協議)

第 20回大学における事後指導 3(授業実践のレポート作成)

学生に対する評価 提出レポートと発表による A-Dの 4段階で評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由教育実践学セミナー

科目番号 01EL215

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 安藤 隆男

授業概要 特別支援教育及び肢体不自由教育関連の論文講読及び討論により、実践科学と基礎科

学との架橋に基づく課題解決の意義と方法を学修する。

備考 肢体不自由教育実践学特講履修済み・肢体不自由教育実践学実習を履修しているもの

に限る。

授業形態 演習

担当形態

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

・肢体不自由教育実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じ

て、高度専門家としての実践と研究との架橋を具現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (セミナーの意義、手続きと準備)

第 2回肢体不自由教育実践学実習の発表

第 3回グループワーク 1(実践科学としての肢体不自由教育実践学実習の成果の整理)

第 4 回グループワーク 2(実践科学としての肢体不自由実践学実習の限界と課題の整

理)

第 5 回グループワーク 3(実践学実習の課題に向き合うための基礎科学研究について

討議)

第 6回個別ワーク 1(国内外の特別支援教育及び肢体不自由教育関連文献の収集)

第 7 回個別ワーク 2(国内外の特別支援教育及び肢体不自由教育関連文献の収集と講

読)

第 8回個別ワーク 3(国内外の特別支援教育及び肢体不自由教育関連文献のレビュー)

第 9回個別ワーク 4(レビューレポート作成と提出)

第 10回グループワーク 4(レポートによる発表と討議)

学生に対する評価 提出レポートの評価と発表により Aから Dまでの 4段階で評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 肢体不自由教育開発演習

科目番号 01EL216

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 安藤 隆男,川間 健之介,竹田 一則

授業概要 肢体不自由教育の開発に関わる研究テーマの設定、研究手法 (事例研究,授業研究,調

査研究,実験研究,文献研究)の採用、データの収集分析など研究プロポーザルの作成、

展開、議論の作業を通じて、肢体不自由教育の開発に関わる手法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

・肢体不自由教育実践学における体系的な学修の成果に立脚し,各受講者の関心から

肢体不自由教育領域における課題を抽出し,科学的手続きに基づく教育開発の基礎的,

応用的な力量の定着を図る。

授業計画 第 1回肢体不自由教育開発演習の趣旨・ガイダンス

第 2回肢体不自由教育研究プロポーザル立案

第 3回肢体不自由教育研究プロポーザル作成

第 4回肢体不自由教育研究プロポーザル発表・検討会

第 5回肢体不自由教育研究の文献・資料の収集

第 6回肢体不自由教育研究の文献・資料の講読

第 7回肢体不自由教育研究の資料・データの収集

第 8回肢体不自由教育研究の資料・データの入力 (コンピュータ入力)

第 9回肢体不自由教育研究の資料・データの基礎的分析

第 10回肢体不自由教育研究の資料・データの解析

第 11回肢体不自由教育研究の資料・データ解析結果の図表化

第 12回中間発表資料の作成

第 13回中間発表会の予演会

第 14回中間発表検討会

第 15回中間発表検討会を受けた討論

第 16回肢体不自由教育研究の修正とまとめ

第 17回肢体不自由教育研究レポート作成

第 18回研究成果の発表

第 19回研究成果の評価

第 20回まとめ

学生に対する評価 レポート及び発表に対して、A-Dの 4段階にて評価を行う。

テキスト 1. 園山繁樹・前川久男編 (2009)障害科学研究法 明石書店

参考書・参考資料等 必要に応じて随時、提示する

オフィスアワー



授業科目名 病弱教育実践学特講

科目番号 01EL217

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 竹田 一則

授業概要 教育学、心理学、医学・生理学など基礎科学の知見から病弱教育における今日的課題

を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・病弱教育における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科学としての課題解決

の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回病弱教育実践学とは

第 2回病弱教育における最新動向と課題とは

第 3回病弱教育における対象疾患の課題 1(小児がんの病態)

第 4回病弱教育における対象疾患の課題 2(小児がんと教育)

第 5回病弱教育における対象疾患の課題 3(重度・重複障害の病態)

第 6回病弱教育における対象疾患の課題 4(重度・重複障害と教育)

第 7回病弱教育における対象疾患の課題 5(その他の慢性疾患の病態)

第 8回病弱教育における対象疾患の課題 6(その他の慢性疾患と教育)

第 9回病弱教育における最新課題 1(教育課程の開発の意義)

第 10回病弱教育における最新課題 2(教師の専門性)

第 11回病弱教育における課題別討議 1(小児がんの病態)

第 12回病弱教育における課題別討議 2(小児がんと教育)

第 13回病弱教育における課題別討議 3(重度・重複障害の病態)

第 14回病弱教育における課題別討議 4(重度・重複障害と教育)

第 15回病弱教育における課題別討議 5(その他の慢性疾患の病態)

第 16回病弱教育における課題別討議 6(その他の慢性疾患と教育)

第 17回病弱教育における総合討論とまとめ 1(小児がん)

第 18回病弱教育における総合討論とまとめ 2(重度・重複障害)

第 19回病弱教育における総合討論とまとめ 3(教師の専門性)

第 20回まとめ

学生に対する評価 講義への出席状況ならびに課題への取り組み状況、期末試験の成績により評価を行

う。

テキスト 1. 竹田一則 (著)肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医学・生理

学 (ジアース教育新社)

参考書・参考資料等 1. 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)

オフィスアワー



授業科目名 病弱教育実践学セミナー

科目番号 01EL218

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 竹田 一則

授業概要 特別支援教育及び病弱関連の論文講読及び討論により、実践科学と基礎科学との架橋

に関することの意義と方法を学修する。

備考 病弱教育実践学特講を受講済みのものに限る。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

・病弱実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じて、高度専

門家としての実践と研究との架橋を実現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (セミナーの意義、手続きと準備)

第 2回病弱教育実践学実習の発表

第 3回グループワーク 1(実践科学としての病弱教育実践学実習の成果の整理)

第 4回個別ワーク 1(実践科学としての病弱実践学実習の限界と課題の整理)

第 5 回個別ワーク 2(実践学実習の課題に向き合うための基礎科学研究についての整

理)

第 6回個別ワーク 3(国内外の特別支援教育及び病弱教育関連文献の収集)

第 7回個別ワーク 4(国内外の特別支援教育及び病弱教育関連文献の収集と講読)

第 8回個別ワーク 5(国内外の特別支援教育及び病弱教育関連文献のレビュー)

第 9回個別ワーク 6(レビューレポート作成と提出)

第 10回グループワーク 2(レポートによる発表と討議)

学生に対する評価 講義への出席状況ならびに課題への取り組み状況、期末試験の成績により評価を行

う。

テキスト 1. 竹田一則 (著)肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医学・生理

学 (ジアース教育新社

参考書・参考資料等 1. 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)

オフィスアワー



授業科目名 自閉症教育実践学特講

科目番号 01EL219

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 柘植 雅義

授業概要 教育学、心理学、医学・生理学など基礎科学の知見から自閉症教育における今日的課

題を分析、整理するとともに、実践科学として解消すべき課題は何かを学ぶ。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・自閉症教育における今日的課題を科学的に分析、理解し、実践科学としての課題解

決の専門的な知識・技能を修得する。

授業計画 第 1回自閉症教育実践学とは

第 2回自閉症教育における最新動向と課題とは

第 3回自閉症教育における最新課題 I(診断基準の実態)

第 4回自閉症教育における最新課題 I(原因論・治療論の実態

第 5回自閉症教育における最新課題 II(治療的ケアーの成果と課題)

第 6回自閉症教育における最新課題 II(臨床的支援の実態)

第 7回自閉症教育における最新課題 II(臨床的支援の成果と課題)

第 8回自閉症教育における最新課題 III(教育制度の現状)

第 9回自閉症教育における最新課題 III(教育的成果と課題)

第 10回自閉症教育における最新課題 III(障害に応じた教育課程の編成)

第 11回自閉症教育における最新課題 III(就学前の指導と支援)

第 12回自閉症教育における最新課題 III(後期中等教育と就労)

第 13回自閉症教育における最新課題 III(授業の実態)

第 14回自閉症教育における最新課題 III(授業の在り方)

第 15回自閉症教育における最新課題 III(特性に応じた教育的支援)

第 16回自閉症教育における最新課題 III(医療・福祉・関連機関との連携)

第 17回自閉症教育における課題別討議 (治療的ケアー)

第 18回自閉症教育における課題別討議 (臨床的支援)

第 19回自閉症教育における課題別討議 (教育的支援)

第 20回まとめ

学生に対する評価 討議への参加状況とレポート発表に出席状況を加味して総合的に評価し、A-D の 4

段階評価を行う。

テキスト 1. 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 1. 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 自閉症教育実践学実習

科目番号 01EL220

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 柘植 雅義

授業概要 自閉症者に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価までの一

貫した教育開発実習に取り組む。附属学校などと協働して先導的な取り組みを行うこ

とで、高度な授業実践の開発の能力を高める。

備考 自閉症教育実践学特講を履修済みであること。特別支援学校教諭 (知的障害教育領

域)1種免許状を有していること。障害科学専攻の学生に限る。

詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

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

・自閉症教育実践学特講で学修した専門的知識・技能を、実習を通じてさらに高度化

する。

・附属特別支援学校等において教員と協働して自閉症者の授業実践に関わる教育開発

研究を行い、自閉症教育における高度専門家としての資質・力量を形成する。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス)

第 2 回大学における事前指導 2(附属学校等における実習の意義と方法、研究遂行と

倫理)

第 3回附属学校等における事前指導 1(附属学校等における使命と研究体制)

第 4回附属学校等における事前指導 2(附属学校等の研究の動向と課題)

第 5回附属学校等における授業参加 1(幼稚部・小学部の教科指導)

第 6回附属学校等における授業参加 2(幼稚部・小学部の自立活動指導)

第 7回附属学校等における授業参加 3(中学部の教科指導)

第 8回附属学校等における授業参加 4(中学部の自立活動指導)

第 9回附属学校等における授業参加 5(高等部の教科指導)

第 10回附属学校等における授業参加 6(高等部の自立活動指導)

第 11回大学における中間指導 1(附属学校等における研究課題の構想)

第 12回大学における中間指導 2(附属学校等における研究課題の検討)

第 13回附属学校等における授業実践開発の構想 (研究課題の計画立案)

第 14 回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における幼児児童生徒の

実態把握)

第 15回附属学校等における授業実践開発の展開 (配属学級における授業実践)

第 16回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属学級における授業実践の検討)

第 17回附属学校等における授業実践開発の検証 (配属校における授業実践の発表会)

第 18回大学における事後指導 1(授業実践の発表)

第 19回大学における事後指導 2(授業実践に関する協議)

第 20回大学における事後指導 3(授業実践のレポート作成)

学生に対する評価 討議への参加状況とレポート発表に出席状況を加味して総合的に評価し、A-D の 4

段階評価を行う

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。



オフィスアワー



授業科目名 自閉症教育実践学セミナー

科目番号 01EL221

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 柘植 雅義

授業概要 自閉症教育実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じて、高

度専門家としての実践と研究との架橋を実現できる能力を涵養する。

備考 自閉症教育実践学特講履修済み・自閉症教育実践学実習を履修しているものに限る。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

・自閉症教育実践学実習の成果をふまえ、関連する文献の講読やセミナーを通じて、

高度専門家としての実践と研究との架橋を実現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (セミナーの意義、手続きと準備)

第 2回自閉症教育実践学実習の発表

第 3回グループワーク 1(実践科学としての自閉症教育実践学実習の成果の整理)

第 4 回グループワーク 2(実践科学としての自閉症教育実践学実習の限界と課題の整

理)

第 5 回グループワーク 3(実践学実習の課題に向き合うための基礎科学研究について

討議)

第 6回個別ワーク 1(国内外の特別支援教育及び自閉症教育関連文献の収集)

第 7回個別ワーク 2(国内外の特別支援教育及び自閉症教育関連文献の収集と講読)

第 8回個別ワーク 3(国内外の特別支援教育及び自閉症教育関連文献のレビュー)

第 9回個別ワーク 4(レビューレポート作成と提出)

第 10回グループワーク 4(レポートによる発表と討議)

学生に対する評価 討議への参加状況とレポート発表に出席状況を加味して総合的に評価し、A-D の 4

段階評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 自閉症教育開発演習

科目番号 01EL222

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 園山 繁樹,野呂 文行,柘植 雅義

授業概要 自閉症教育の開発に関わる研究テーマの設定、研究手法 (事例研究,授業研究,調査研

究,実験研究,文献研究)の採用、データの収集分析など研究プロポーザルの作成、展

開、議論の作業を通じて、自閉症教育の開発に関わる手法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・自閉症教育実践学における体系的な学修の成果に立脚し,各受講者の関心から自閉

症教育領域における課題を抽出し, 科学的手続きに基づく教育開発の基礎的, 応用的

な力量の定着を図る。

授業計画 第 1回自閉症教育開発演習の趣旨・ガイダンス

第 2回自閉症教育研究プロポーザル立案

第 3回自閉症教育研究プロポーザル作成

第 4回自閉症教育研究プロポーザル発表・検討会

第 5回自閉症教育研究の展開とその検討

第 6回自閉症教育研究の先行研究の収集

第 7回自閉症教育研究の資料・データの収集

第 8回自閉症教育研究の資料・データの確認

第 9回自閉症教育研究の資料・データの基礎分析

第 10回自閉症教育研究の資料・データの応用分析

第 11回自閉症教育研究の資料・データの発展分析

第 12回中間発表資料の作成

第 13回中間発表練習

第 14回中間発表検討会

第 15回中間発表検討会を受けた討論

第 16回自閉症教育研究のまとめ

第 17回自閉症教育研究レポートの作成

第 18回研究成果の発表

第 19回研究成果の評価

第 20回まとめ

学生に対する評価 討議への参加状況とレポート発表に出席状況を加味して総合的に評価し、A-D の 4

段階評価を行う

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 発達障害教育実践学特講

科目番号 01EL223

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 木 3,4

担当教員 熊谷 恵子

授業概要 発達障害 (学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等) を理解する上で必要と

なる心理学的な知識 (認知的な特徴、発達、行動等)、学習上での特徴を取り上げ、さ

らに、支援のための通常学校でのシステム、教育相談など、指導につなげるためのリ

ソースについても講義する。

備考 教室は人間 B232を使用

授業形態 講義

担当形態

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

通常の学校にいる発達障害の子ども達の状態像を理解し、さらにどのように支援され

るべきかを理解する。

授業計画 第 1回発達障害総論

第 2回学習障害 (LD)

第 3回注意欠陥多動性障害 (ADHD)

第 4回高機能広汎性発達障害 (HFPDD)

第 5回学内の支援体制

第 6回学外の支援体制 (教育相談等)

第 7回行動支援

第 8回対人関係の支援

第 9回低年齢層のソーシャルスキルトレーニング

第 10回青年期のソーシャルスキルトレーニング

第 11回知能検査によるアセスメント結果と認知能力の偏り

第 12回学習指導総論

第 13回学習支援 (読み指導)

第 14回学習指導 (書き指導)

第 15回学習支援 (計算指導)

第 16回学習支援 (文章題指導)

第 17回学習支援 (その他の教科指導)

第 18回保護者支援

第 19回実際の事例 (学習障害、ADHD)

第 20回実際の事例 (HFPDD)とまとめ

学生に対する評価 提出されたレポートの評定結果から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト

参考書・参考資料等 1. ・一般財団法人特別支援教育士資格認定協会 (2012)特別支援教育の理論と実践 I・

II・III.金剛出版.

2. ・藤田和弘監修 熊谷・青山ら (1998, 2000, 2008)長所活用型指導で子どもが変わ

る Part1,2,3 図書文化社

3. ・ナグリエリ&ピカリング (2003) DN-CASによる子どもの学習支援. 日本文化科

学社.



オフィスアワー



授業科目名 発達障害教育実践学実習

科目番号 01EL224

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 熊谷 恵子

授業概要 普通学校において教室の中で支援員の役割を担う、あるいは心理・発達教育相談室で

相談研修員として発達障害のある子どもの相談に陪席するなどにより、実質的に支援

するためのノウハウを実習の中で獲得する。

備考 発達障害教育実践学特講を履修済みであること。特別支援学校教諭 (いずれかの教育

領域)1種免許状を有していること。障害科学専攻の学生に限る。

詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

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

巡回相談員、特別支援教育支援員などの立場で、あるいは教育相談室の相談員の立場

で、実際に小学生・中学生・高校生等の発達障害の子どもを支援する。

授業計画 第 1回発達障害の子どもの実態把握 (心理検査によるアセスメントを含む)(1)

第 2回発達障害の子どもの実態把握 (心理検査によるアセスメントを含む)(2)

第 3回発達障害の子どもの指導・支援の計画作成 (1)

第 4回発達障害の子どもの指導・支援の計画作成 (2)

第 5回発達障害の子どもの指導・支援の実際 1(以後、16回まで指導を系統的に行う)

第 6回発達障害の子どもの指導・支援の実際 2

第 7回発達障害の子どもの指導・支援の実際 3

第 8回発達障害の子どもの指導・支援の実際 4

第 9回発達障害の子どもの指導・支援の実際 5

第 10回発達障害の子どもの指導・支援の実際 6

第 11回発達障害の子どもの指導・支援の実際 7

第 12回発達障害の子どもの指導・支援の実際 8

第 13回発達障害の子どもの指導・支援の実際 9

第 14回発達障害の子どもの指導・支援の実際 10

第 15回発達障害の子どもの指導・支援の実際 11

第 16回発達障害の子どもの指導・支援の実際 12

第 17回発達障害の子どもの指導・支援の実際 (指導・支援の効果測定、まとめ)(1)

第 18回発達障害の子どもの指導・支援の実際 (指導・支援の効果測定、まとめ)(2)

第 19回発達障害の子どもの指導・支援についてのまとめの発表会 (1)

第 20回発達障害の子どもの指導・支援についてのまとめの発表会 (2)

学生に対する評価 提出されたレポートの評定結果から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト

参考書・参考資料等 1. ・一般財団法人特別支援教育士資格認定協会 (2012)特別支援教育の理論と実践 I・

II・III.金剛出版

2. ・藤田和弘監修 熊谷・青山ら (1998, 2000, 2008)長所活用型指導で子どもが変わ

る Part1,2,3 図書文化社

3. ・ナグリエリ&ピカリング (2003) DN-CASによる子どもの学習支援. 日本文化科

学社.



オフィスアワー



授業科目名 発達障害教育実践学セミナー

科目番号 01EL225

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 熊谷 恵子

授業概要 発達障害 (学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等) に関する英文論文を読

み、現在、世界における発達障害に関する教育心理的な課題を明らかにし、自分の研

究テーマについて考える。

備考 発達障害教育実践学特講履修済み・発達障害教育実践学実習を履修しているものに

限る。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

発達障害に関する論文を読み、現在の課題を明らかにすることができる。

授業計画 第 1回学習障害 (LD)の定義・知能理論に関する論文の読み合わせ

第 2回学習障害 (LD)の指導・支援に関する論文の読み合わせ

第 3回注意欠陥多動性障害 (ADHD)の脳機能に関する論文の読み合わせ

第 4回注意欠陥多動性障害 (ADHD)の指導・支援に関する論文の読み合わせ

第 5回高機能広汎性発達障害 (HFPDD)の心理的課題に関する論文の読み合わせ

第 6回高機能広汎性発達障害 (HFPDD)の指導・支援に関する論文の読み合わせ

第 7回発達障害の支援体制に関する論文の読み合わせ

第 8回発達障害の保護者支援に関する論文の読み合わせ

第 9回発達障害の就労の現状および就労支援に関する論文の読み合わせ

第 10回自分の研究テーマについての関連論文の読み合わせ

学生に対する評価 提出されたレポートの評定結果から提出されたレポートの評定結果から、A―Dの 4

段階評価を行う。

テキスト

参考書・参考資料等 1. 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会 (2012) 特別支援教育の理論と実践 I・

II・III.

オフィスアワー



授業科目名 発達障害教育開発演習

科目番号 01EL226

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 熊谷 恵子,岡崎 慎治

授業概要 普通附属学校や公立学校において巡回相談員や特別支援教育支援員等、学校教諭以外

に特別支援教育に関係する役割の職種を学び、それらの役割が実際にどのように行わ

れているかを見学し、発達障害の子ども達の問題の現れに気づくにはどのようにした

らよいのか学ぶ。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

小学生・中学生・高校生の子どもの健常発達の子どもの学校での授業の様子や行動を

観察する。

それらを行うことで、発達障害の子どもを作品や行動観察によって発見する手がかり

を得る。

授業計画 第 1回発達障害の子どもの発達と実態把握 (1)定型発達児の発達過程

第 2回発達障害の子どもの発達と実態把握 (2)発達障害児の発達過程

第 3回小学校低学年における教室・授業観察 (1)教科学習場面

第 4回小学校低学年における教室・授業観察 (2)集団活動場面

第 5回小学校中学年における教室・授業観察 (1)教科学習場面

第 6回小学校中学年における教室・授業観察 (2)集団活動場面

第 7回小学校高学年における教室・授業観察 (1)教科学習場面

第 8回小学校高学年における教室・授業観察 (2)集団活動場面

第 9回中学校における教室・授業観察 (1)通常学級における教科学習場面

第 10回中学校における教室・授業観察 (2)集団活動場面

第 11回中学校における教室・授業観察 (3)少人数指導における教科学習場面

第 12回中学校における教室・授業観察 (4)進路指導場面

第 13回高等学校 (普通科)における教室・授業観察 (1)教科学習場面

第 14回高等学校 (普通科)における教室・授業観察 (2)集団活動場面

第 15回高等学校 (普通科)における教室・授業観察 (3)少人数指導における教科学習

場面

第 16回高等学校 (普通科)における教室・授業観察 (4)進路指導場面

第 17回高等学校 (総合学科等)における教室・授業観察 (1)教科学習場面

第 18回高等学校 (総合学科等)における教室・授業観察 (2)集団活動場面

第 19回各学校段階の発達障害の子どもの実態についてのまとめと発表 (1)小学校

第 20 回各学校段階の発達障害の子どもの実態についてのまとめと発表 (2) 中学校・

高等学校

学生に対する評価 提出されたレポートの評定結果から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト

参考書・参考資料等 1. ・一般財団法人特別支援教育士資格認定協会 (2012)特別支援教育の理論と実践 I・

II・III.金剛出版

2. ・小林・小野 (1976)グッドイナフ人物画知能検査.三京房.



オフィスアワー



授業科目名 言語・コミュニケーション障害教育実践学特講

科目番号 01EL227

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 木 4,5

担当教員 宇野 彰

授業概要 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最

新の治療法について概説する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

・心身に害のある幼児、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

音声・言語障害に関わる、今日的課題について問題点、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

分なりの回答を見つける力を涵養する

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 (担当:長崎勤)

第 2回発声障害と音声障害 (担当:長崎勤)

第 3回器質的構音障害 (担当:長崎勤)

第 4回運動性構音障害 (担当:長崎勤)

第 5回機能的構音障害 (担当:長崎勤)

第 6回聴覚障害 (担当:長崎勤)

第 7回吃音 (担当:長崎勤)

第 8回失語症 (担当:宇野彰)

第 9回発達性読み書き障害 (担当:宇野彰)

第 10回特異的言語障害 (担当:宇野彰)

第 11回知的障害に伴う言語発達遅滞 (担当:長崎勤)

第 12回言語と大脳 (担当:宇野彰)

第 13回漢字、カタカナ、ひらがな単語の情報処理過程 (担当:宇野彰)

第 14回英語と日本語音読の情報処理過程の違い (担当:宇野彰)

第 15回漢字よりひらがなが難しい?(担当:宇野彰)

第 16回音読ができないのに書字が可能?(担当:宇野彰)

第 17回発話した言葉が聞き取れない?(担当:宇野彰)

第 18回根拠に基づいた治療的教育 (担当:宇野彰)

第 19回バイパス法とは?(担当:宇野彰)

第 20回まとめ (担当:長崎勤)

学生に対する評価 口頭発表や質問の実績、および学期末の筆記試験およびレポート、により A-D の 4

段階評価を行う。

テキスト 特に定めない

参考書・参考資料等 言語聴覚障害学、言語聴覚療法などに関する書籍

オフィスアワー



授業科目名 言語・コミュニケーション障害教育実践学セミナー

科目番号 01EL228

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 宇野 彰

授業概要 言語・コミュニケーション障害に関わる、今日的課題について問題点、対応などにつ

いて文献を通して学ぶ。実際に自分で原著論文を作成するために、批判的に読んだ文

献についてスライドを作成し発表する授業である。

備考 言語・コミュニケーション障害教育実践学特講を履修済みであること。

詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

言語・コミュニケーション障害に関わる、今日的課題について問題点、対応などにつ

いて文献を通して学ぶ。

授業計画 第 1回実際の論文を例として今後の授業の進め方を確認

第 2回論文での題名のつけ方

第 3回方法の書き方

第 4回結果の書き方

第 5回考察の書き方

第 6回抄録の書き方

第 7回表と図の違いと作り方

第 8回図表の説明の書き方

第 9回スライドの作り方

第 10回ポスターや口頭発表原稿のつくり方

学生に対する評価 授業での発表や出席により評価し、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 特に定めない

参考書・参考資料等 言語障害やコミュニケーション障害などに関する書籍、論文。

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育カリキュラム・授業開発論

科目番号 01EL229

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 応談

担当教員 安藤 隆男,米田 宏樹

授業概要 特別支援教育における今日的な課題との関連からカリキュラム開発の意義と手続きを

概観し、この理解に基づく授業の構想と展開について講述する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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児童生徒の障害の重度・重複化、多様化などの今日的課題と

の関連からカリキュラム開発の意義について理解する。

・新たなカリキュラム開発の視点に基づき、授業の創造のプロセスを体験、理解する。

授業計画 第 1 回わが国の特別支援教育における今日的課題と教育課程の原理・基準 (担当 安

藤)

第 2回障害の重度・重複化と教育課程の基準の隘路 (担当 安藤)

第 3回バックワード・デザインに基づくカリキュラム開発 (担当 安藤)

第 4回バックワード・デザインを適用した重度・重複障害者の授業の開発 (担当 安藤)

第 5回授業の評価方法˜教育工学的アプローチと羅生門的アプローチ (担当 安藤)

第 6回カリキュラムの連続性とカリキュラム修正の理論 (担当 米田)

第 7回通常教育教科と知的障害教育教科 (担当 米田)

第 8回成長・発達の基盤づくりと自立活動 (担当 米田)

第 9回経験の組織化と領域・教科を合わせた指導 (担当 米田)

第 10回特別支援教育のカリキュラム開発の課題と展望 (担当 米田)

学生に対する評価 レポートの提出と討議への参加から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男 (2009)特別支援教育を創造する教育学.明石書店.

参考書・参考資料等 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 自立活動論

科目番号 01EL230

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 4

担当教員 安藤 隆男

授業概要 自立活動とは何か、自立活動成立の歴史的背景はいかなるものか、自立活動の理念に

基づいて指導をどのように具現するのかなどについて、学術研究の動向を踏まえつつ

論述する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・自立活動の成立の歴史的背景を理解する。

・自立活動の理念を理解する。

・自立活動の成果と課題について理解し、実践の計画・展望できる。

授業計画 第 1回自立活動のさきがけとしての養護・訓練の成立

第 2回自立活動の成立とその背景

第 3回自立活動の目標と特別支援教育の目的・目標

第 4回自立活動の内容と項目

第 5回自立活動に係る学術的考究 I˜自立活動の内容構造の落とし穴˜

第 6回自立活動の指導と個別の指導計画

第 7回自立活動に係る学術的考究 II˜なぜ教師は集団を組織化して個別の指導計画を

作成するか˜

第 8回個別の指導計画作成に関わる分析˜課題の背景を分析する˜

第 9回個別の指導計画作成に関わる理論化˜プロセスモデルによる方法論の提示˜

第 10回個別の指導計画作成に関わる実践論˜授業に接続可能な作成˜

学生に対する評価 課題毎のレポートの提出と討議への参加から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 中村満紀男・四日市章 (2007)障害科学とは何か.明石書店.

参考書・参考資料等 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育学 I

科目番号 01EL231

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 安藤 隆男,米田 宏樹,岡 典子

授業概要 わが国の特別支援教育の理念と制度について、歴史的、社会的、あるいは国際比較の

観点から講述するとともに、理念を実現するための学校組織マネジメントについて具

体的に論述する。

備考 詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

特別支援教育の理念・制度・経営・専門性などのマクロ的な課題を抽出し、その現状

と課題を理解する。

授業計画 第 1回ガイダンス (特別支援教育学 II との関連から何を学ぶかを概観する)(担当 安

藤)

第 2回特別支援教育の理念の成立とその背景 (担当 岡)

第 3回特別支援教育の理念を実現する制度設計とその背景 (担当 米田)

第 4回特別支援教育の到達点と課題 (担当 米田)

第 5回アメリカ合衆国における障害児教育の動向と特別支援教育 (担当 米田)

第 6回イギリスにおける障害児教育の動向と特別支援教育 (担当 岡)

第 7回韓国における障害児教育の動向と特別支援教育 (担当 岡)

第 8回特別支援教育における学校組織マネジメント (担当 安藤)

第 9回学校の組織力を高める方略について (担当 安藤)

第 10回学校経営の方針と運営の実際 (担当 安藤)

学生に対する評価 課題毎のレポート提出より、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男 (2009)特別支援教育を創造するための教育学.明石書店.

参考書・参考資料等 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育学 II

科目番号 01EL232

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 安藤 隆男,米田 宏樹,岡 典子

授業概要 特別支援教育における今日的な課題のうち、喫緊でかつ具体的な課題を取り上げ、こ

れを分析し、有効な対応を具現するための方略を講述する。

備考 詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

特別支援教育学 Iにおいて取り上げたマクロ的な課題の検討を踏まえ、特別支援教育

におけるミクロ的な課題を抽出し、その現状と課題を理解する。

授業の到達目標及び

テーマ

授業計画 第 1 回ガイダンス (特別支援教育学 I との関連から何を学ぶかを概観する)(担当 安

藤)

第 2回教職の専門性とは (担当 安藤)

第 3回教職の専門性と研修制度 (担当 安藤)

第 4回個別の指導計画の作成義務化と説明責任 accountability(担当 安藤)

第 5回個別の指導計画作成は形骸化するかーリスク要因の分析―(担当 安藤)

第 6回プロセスモデルに基づく個別の指導計画の作成と授業との接続 (担当 安藤)

第 7回第 2回から第 6回までの諸課題に関するレポート提出と討議 (担当 安藤)

第 8回通常教育と特別支援教育の教育内容・方法の共通性と独自性 (担当 米田)

第 9回交流・共同学習の展開とその課題 (担当 米田)

第 10回学びの場のカスケード論とインクルーシブ教育-米国を中心に-(担当 米田)

第 11 回指導内容・方法のアコモデーションとモディフィケーション-米国を中心

に-(担当 米田)

第 12回学習評価の方法と教育的ニーズの判定―指導への反応性モデル (RTI)を中心

に (担当 米田)

第 13回第 8回から第 12回までの諸課題に関するレポート提出と討議 (担当 米田)

第 14回欧米におけるインクルーシブ教育 (担当 岡)

第 15回アジア・アフリカにおけるインクルーシブ教育 (担当 岡)

第 16回欧米の障害児教育の歴史的展開 (担当 岡)

第 17回日本の障害児教育の歴史的展開 (担当 岡)

第 18回特別支援教育とインクルーシブ教育 (担当 岡)

第 19回第 14回から第 18回までの諸課題に関するレポート提出と討議 (担当 岡)

第 20回まとめと討議 (担当 安藤・米田・岡)

学生に対する評価 課題毎のレポートの提出と討議の結果から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 1. 安藤隆男・中村満紀男 (2009)特別支援教育を創造するための教育学.明石書店.

参考書・参考資料等 授業において適宜指定、または配付

オフィスアワー



授業科目名 理療教育学特講

科目番号 01EL233

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 C 月 3,4

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 理療科教育および視覚障害教育の現状と課題を学修するとともに、理療教育を行う上

で必要な知識と技術を習得する。これにより理療科教育に応用する能力と態度を育て

る。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

理療科教育および視覚障害教育の現状と課題を学修するとともに、理療教育を行う上

で必要な知識と技術を習得する。これにより理療科教育に応用する能力と態度を育て

る。

授業計画 第 1回理療科教員養成施設の設置目的、法的位置づけ

第 2回理療科教員養成施設の現状 (入学状況、就職状況など)

第 3回理療科教育の歴史的変遷

第 4回教員免許更新講習、専修免許等などの動向

第 5回理療教育の現状と課題

第 6回理療教育の現状と課題 (グループ学習)

第 7回 ITCを利用した理療教育

第 8回個々の視覚障害のニーズ応じた理療臨床教育

第 9回理療科教員養成の現状と課題

第 10回理療教員養成の将来展望に関する討議

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-ト

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療科教育実践演習

科目番号 01EL234

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 応談

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 理療科教育に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価までの

一貫した教育開発実習に取り組む。盲学校、視力障害者センターと協働して先導的な

取り組みを行うことで、高度な授業実践の開発の能力を高める。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

・理療科教育学、理療教育授業開発実習で学修した知識・技能を、実習を通じてさら

に高度化する。

・盲学校、視力障害センターにおいて教員と協働して理療科の授業に関わる教育実践

を行い、理療科教育における高度専門家としての資質・力量を形成する。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス))

第 2回大学における事前指導 2(実習の意義と方法、研究遂行と倫理)

第 3回盲学校理療科における事前指導 (使命と教育・研究体制)

第 4回盲学校理療科における授業参加

第 5回盲学校理療科における実践授業 (理療臨床に関連する授業)

第 6回視力障害センターにおける事前指導 (使命と教育・研究体制)

第 7回視力障害センターにおける授業参加

第 8回視覚障害センターにおける実践授業 (灸実技、鍼実技)

第 9回大学における事後指導 1(授業に関する協議)

第 10回大学における事後指導 2(実践授業のレポート作成)

学生に対する評価 授業実践の内容及び提出されたレポート

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 授業において随時指定する。

オフィスアワー



授業科目名 東洋医学概論

科目番号 01EL235

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 AB 木 3

担当教員 宮本 俊和

授業概要 東洋医学系物理療法を中心に理療臨床に必要な東洋医学について学修する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

鍼灸マッサージは、東洋医学の中の物理療法にあたる。理療教育を行う上で必要な東

洋医学知識と技術を習得する。これにより理療科教育に応用する能力と態度を育て

る。

授業計画 第 1回東洋医学とは

第 2回東洋医学物理療法とは

第 3回経絡経穴

第 4回あん摩マッサージ指圧

第 5回あん摩マッサージ指圧

第 6回鍼

第 7回鍼

第 8回灸

第 9回灸

第 10回まとめ

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより評価する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療臨床論特講

科目番号 01EL236

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 C 火 5,6

担当教員 宮本 俊和

授業概要 理療臨床で扱う頻度が高い疾患に対する鍼灸マッサージをテーマに原因、診察法、治

療法、治療効果などについて学習する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

理療臨床で扱う種々の疾患、外傷、障害の検査法、鍼灸マッサージ法の基本的事項に

ついて修得する。これにより理療教育に応用する能力と態度を育てる。

授業計画 第 1回理療臨床で対象となる内科系疾患 (1)

第 2回理療臨床で対象となる内科系疾患 (2)

第 3回理療臨床で対象となる内科系疾患 (3)

第 4回理療臨床で対象となる障害 (1)

第 5回理療臨床で対象となる障害 (2)

第 6回理療臨床で対象となる障害 (3)

第 7回理療臨床で対象となるスポーツ外傷 (1)

第 8回理療臨床で対象となるスポーツ外傷 (2)

第 9回理療臨床で対象となるスポーツ外傷 (3)

第 10回まとめ

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより総合的に評価する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療臨床論 I

科目番号 01EL237

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 応談

担当教員 宮本 俊和

授業概要 スポーツ分野における鍼灸治療をテーマに原因、診察法、治療法、治療効果などにつ

いて講義し、スポーツ分野で鍼灸師が果たす役割について学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

理療臨床で多く扱うスポーツ外傷・障害の発症機序、理学的検査法、治療法について

修得する。これにより理療教育に応用する能力と態度を育てる。

授業の到達目標及び

テーマ

授業計画 第 1回スポーツ分野における鍼灸治療の役割

第 2回スポーツ外傷・障害の診かた

第 3回スポーツ選手の腰痛の診かたと鍼灸治療

第 4回スポーツ選手の膝関節痛の診かたと鍼灸治療法

第 5回スポーツ選手の肩関節痛の診かたと鍼灸治療法

第 6回スポーツ選手の肘関節痛の診かたと鍼灸治療法

第 7回スポーツ選手の頸肩部痛の診かたと鍼灸治療

第 8回足関節捻挫の診かたと鍼灸治療

第 9回肉離れの診かたと鍼灸治療

第 10回スポーツ分野における鍼灸師の果たす役割

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより総合的に評価する。

テキスト 1. 福林徹、宮本俊和編:スポーツ鍼灸の実際、医道の日本社

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療臨床論 II

科目番号 01EL238

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 応談

担当教員 宮本 俊和

授業概要 外科系、内科系疾患における鍼灸治療をテーマに原因、診察法、治療法、治療効果な

どについて学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 講義

担当形態

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

理療臨床で扱う内科系の疾患の発症機序、検査法、鍼灸マッサージ法について修得す

る。これにより理療教育に応用する能力と態度を育てる。

授業計画 第 1回排尿の仕組みと疾患

第 2回腹圧性尿失禁の診かたと鍼灸マッサージ

第 3回夜尿症の診かたと鍼灸マッサージ

第 4回排便の仕組みと疾患

第 5回下痢・便秘に対する鍼灸マッサージ

第 6回更年期障害の診かたと鍼灸マッサージ

第 7回高血圧症の診かたと鍼灸マッサージ

第 8回冷え性の診かたと鍼灸マッサージ

第 9回癌性疼痛の診かたと鍼灸治療マッサージ

第 10回顔面麻痺の診かたと鍼灸治療マッサージ

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより総合的に評価する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療教育学演習

科目番号 01EL239

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 応談

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 特別支援教育及び理療関連の論文講読及び討論により、実践科学と基礎科学との架橋

に関することの意義と方法を学習する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

理療科教育に関連する文献の講読やセミナーを通じて、高度専門家としての実践と研

究との架橋を実現できる能力を涵養する。

授業計画 第 1回ガイダンス (理療教育学演習の意義、手続きと準備)

第 2回理療および理療教育関連研究の動向

第 3回理療教育関連の国内外の関連文献の収集

第 4回理療教育関連の国内外の関連文献の発表と討議

第 5回理療教育関連の国内外の関連文献のレビュー

第 6回鍼治療の関連の国内外の関連文献の収集

第 7回鍼治療の関連の国内外の関連文献の発表と討議

第 8回鍼治療の関連の国内外の関連文献のレビュー

第 9回灸治療の関連の国内外の関連文献の収集

第 10回灸治療の関連の国内外の関連文献の発表と討議

第 11回灸治療の関連の国内外の関連文献のレビュー

第 12回マッサージの関連の国内外の関連文献の収集

第 13回マッサージの関連の国内外の関連文献の発表と討議

第 14回マッサージの関連の国内外の関連文献のレビュー

第 15回視覚障害者と理療関連の国内外の関連文献の収集

第 16回視覚障害者と理療関連の国内外の関連文献の発表と討議

第 17回視覚障害者と理療関連の国内外の関連文献のレビュー

第 18回理療教育に関するエビデンスの作成

第 19回理療教育に関するエビデンスの報告

第 20回理療教育の課題と解決策について討議

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-ト

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 関連論文を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療研究法

科目番号 01EL240

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 随時

担当教員 宮本 俊和

授業概要 理療臨床及び理療教育に用いる各種検査機器を修得すると共に、実験、臨床、調査研

究の方法論を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 講義及び演習

担当形態

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

理療臨床および理療教育の方法を学修するとともに、理療研究を行う上で必要な知識

と技術を修得する。これにより理療科教育に応用する能力と態度を育てる。

授業計画 第 1回理療臨床の調査研究の概要

第 2回理療臨床の調査研究の方法論

第 3回理療臨床の臨床研究の概要

第 4回理療臨床の臨床研究の方法論

第 5回無作為化床試験と二重盲検法

第 6回理療臨床の実験研究の概要

第 7回筋電計の操作法

第 8回筋電計を用いた筋力の測定法

第 9回筋電計を用いた筋疲労の測定法

第 10回筋電計を用いた鍼灸マッサージ刺激の生体反応

第 11回赤外線サーモグラフィの操作法

第 12回赤外線サーモグラフィを用いた皮膚温測定法

第 13回赤外線サーモグラフィを用いた鍼灸マッサージ刺激の生体反応

第 14回深部体温計の操作法

第 15回深部体温計を用いた深部体温測定法

第 16回ポリグラフの操作法

第 17回心拍、脈波を指標とした測定法

第 18回ポリグラフを用いた鍼灸マッサージ刺激の生体反応

第 19回理療教育研究の概要

第 20回理療教育研究の評価法

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより総合的に評価する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療教育指導実習

科目番号 01EL241

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 ABC 随時

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 理療科教員養成に関わる授業実践を抽出し、授業の診断・デザインから実施、評価ま

での一貫した理療教育指導実習に取り組む。理療科教員養成施設と協働して先導的な

取り組みを行うことで、高度な授業実践の開発の能力と指導法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

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

・理療科教員養成施設において教員と協働して理療科教員養成の授業に関わる教育開

発研究を行うと共に、視覚障害学生の個々のニーズに合った効果的指導法を修得す

る。

授業計画 第 1回大学における事前指導 1(実習ガイダンス))

第 2回大学における事前指導 2(実習の意義と方法、研究遂行と倫理)

第 3回理療科教員養成施設における事前指導 (使命と教育・研究体制)

第 4回理療科教員養成施設における授業参加 (講義形式の授業)

第 5回理療科教員養成施設における授業参加 (理療臨床に関する授業)

第 6回理療科教員養成施設における授業参加 (実験実習に関する授業)

第 7回理療科教員養成施設における授業実践 (講義形式の授業)

第 8回理療科教員養成施設における授業実践 (理療臨床に関する授業)

第 9回理療科教員養成施設学生による授業評価

第 10回大学における事後指導 (授業実践のレポート作成)

学生に対する評価 授業参加態度とレポートにより総合的に評価する。

テキスト 随時配布する

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療臨床実習 I

科目番号 01EL242

単位数 2.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 随時

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 理療科教員養成施設理療臨床部および関連施設で、施術を適切かつ効果的に行う方法

を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

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

理療臨床で多く扱う腰部疾患、膝関節疾患などに対する診察上に必要な問診、理学的

検査法、治療法を行う技術を習得する。これにより理療臨床教育に応用する能力と態

度を育てる。

授業計画 第 1回理療臨床実習の趣旨・ガイダンス

第 2回 POSカルテの書き方

第 3回腰部疾患の診かたと理学的検査法

第 4回腰部疾患に対する鍼灸治療法

第 5回膝関節疾患の診かたと理学的検査法

第 6回膝関節疾患に対する鍼灸治療法

第 7回肩関節疾患の診かたと理学的検査法

第 8回肩関節疾患に対する鍼灸治療法

第 9回頸肩部疾患の診かたと理学的検査法

第 10回頸肩部疾患の診かた鍼灸治療

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより総合的に評価する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療臨床実習 II

科目番号 01EL243

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 理療科教員養成施設理療臨床部および関連施設で、設定したテーマに対して施術を適

切かつ効果的に行う実践的能力を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

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

理療臨床で多く扱う退行性疾患に対する診察上に必要な知識と低周波鍼通電療法を行

う技術を習得する。これにより理療臨床教育に応用する能力と態度を育てる。

授業計画 第 1回理療臨床実習の趣旨・ガイダンス

第 2回非特異性腰痛の診かたと検査法

第 3回非特異性腰痛に対する低周波鍼通電療法

第 4回腰痛に対する運動療法

第 5回変形性膝関節症の診かたと検査法

第 6回変形性膝関節症対する低周波鍼通電療法

第 7回変形性膝関節症対する運動療法

第 8回五十肩の診かたと検査法

第 9回五十肩に対する低周波鍼通電療法

第 10回五十肩に対する運動療法

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-トにより総合的に評価する。

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 理療教育授業開発演習

科目番号 01EL244

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 応談

担当教員 宮本 俊和,和田 恒彦

授業概要 理療科教育の開発に関わる研究テーマの設定、研究手法 (事例研究,授業研究,調査研

究,実験研究,文献研究)の採用、データの収集分析など研究プロポーザルの作成、展

開、議論の作業を通じて、視覚障害生徒の個々のニーズにあった理療科教育の開発に

関わる手法を学修する。

備考 詳細後日周知

授業形態 演習

担当形態

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

・理療教育学特講、理療科教育実践演習などの学修の成果に立脚し,各受講者の関心

から理療科教育領域における課題を抽出し,科学的手続きに基づく教育開発の基礎的,

応用的な力量の定着を図る。

授業計画 第 1回理療科教育開発演習の趣旨・ガイダンス

第 2回理療科教育研究プロポーザル作成と検討会の実施

第 3回理療科教育研究の展開と検討会の実施

第 4回理療科教育研究の資料・データの収集と分析

第 5回事例研究に関する検討会の実施

第 6回授業研究に関する検討会の実施

第 7回調査研究に関する検討会の実施

第 8回実験研究に関する検討会の実施

第 9回理療科教育研究のまとめとレポート作成

第 10回研究成果の発表と評価

学生に対する評価 授業参加態度とレポ-ト

テキスト 随時指定する。

参考書・参考資料等 授業ごとに資料を配付する。

オフィスアワー



授業科目名 臨床発達心理学

科目番号 01EL301

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 月 4; 春 C 月 3,4

担当教員 大六 一志

授業概要 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.

備考 01EF221と同一。

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目

授業の到達目標及び

テーマ

・発達心理学の最近の考え方,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。

・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

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 発達の最近接領域,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 9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 10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 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 13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 14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 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回最近のトピックス 1

第 20回最近のトピックス 2

学生に対する評価 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。



テキスト 1. 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・参考資料等 1. 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.

オフィスアワー



授業科目名 教育臨床発達援助論

科目番号 01EL302

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 応談

担当教員 園山 繁樹,熊谷 恵子,野呂 文行

授業概要 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。

備考 2014年度より隔年開講

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

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

・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。

・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

授業計画 第 1回教育臨床における発達支援

第 2回教育臨床における生徒指導

第 3回生徒指導上の諸問題

第 4回教育臨床と教育相談

第 5回教育臨床における進路指導

第 6回進路指導における具体的方法

第 7回学級不適応と暴力行為 (1)

第 8回学級不適応と暴力行為 (2)

第 9回危機介入の理論と方法 (1)

第 10回危機介入の理論と方法 (2)

第 11回教師へのコンサルテーション

第 12回保護者へのコンサルテーション

第 13回進路指導とカウンセリング (1)

第 14回進路指導とカウンセリング (2)

第 15回学級全体への支援

第 16回学校全体への支援

第 17回地域への支援

第 18回発達支援の評価 (1)

第 19回発達支援の評価 (2)

第 20回まとめ

学生に対する評価 出席とレポートにより評価を行う。

テキスト なし

参考書・参考資料等 1. 前川久男・緒方明子 (2004)「教育臨床心理学」コレール社

2. 今野義孝・藤原義博 (2004)「発達臨床心理学」コレール社

3. 日本進路指導協会発行「月刊・進路指導」



オフィスアワー



授業科目名 知的・発達障害心理学特講

科目番号 01EL303

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 火 5; 春 C 火 5,6

担当教員 大六 一志

授業概要 知的障害, 自閉症スペクトラム障害, 学習障害, 注意欠陥多動性障害などについて, 発

達のメカニズムをふまえながら,認知,言語,記憶,情動といった心的機能の特性と,有

効な支援法を講義する。また,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。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (特別支援教育領域に関する科目)

授業の到達目標及び

テーマ

・知的障害・発達障害について障害のタイプごとに,その心理特性および必要な支援

を理解する。

・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。

授業計画 第 1回知的障害・発達障害における心理特性の理解とアセスメント:導入 (大六)

第 2回認知発達検査の近年の動向 (大六)

第 3回アセスメントにおける認知発達検査の活用 (大六)

第 4回アセスメント結果と支援法との関係 (大六)

第 5回アセスメントに基づく発達障害への支援:事例検討 (大六)

第 6回学習障害における読み書きとその発達支援 (大六)

第 7回学習障害における言語,数概念とその発達支援 (大六)

第 8回注意欠陥多動性障害における心理特性 (大六)

第 9回自閉症スペクトラム障害における知覚・注意の特異性と他者理解 (大六)

第 10回自閉症スペクトラム障害における実行機能,情動調整 (大六)

第 11回知的障害の定義および分類 (菅野)

第 12回知的障害における記憶とその発達支援 (菅野)

第 13回知的障害におけるコミュニケーションとその発達支援 (菅野)

第 14回知的障害における言語の行動調整機能とその発達支援 (菅野)

第 15回知的障害における読み書きとその発達支援 (菅野)

第 16回知的障害における数概念とその発達支援 (菅野)

第 17回知的障害における情動,動機づけとその発達支援 (菅野)

第 18回知的障害におけるメタ認知とその発達支援 (菅野)

第 19回青年期・成人期における心理特性と就労支援 (菅野)

第 20回知的障害の事例検討 (菅野)

学生に対する評価 定期試験の得点,レポートの内容を中心とし,授業における討議への参加や問題意識,

出席状況なども加味して,A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 必要資料は適宜配付する。

参考書・参考資料等 1. 長崎勤・前川久男編著「障害理解のための心理学 (シリーズ障害科学の展開第 5

巻)」明石書店

2. 東條吉邦・大六一志・丹野義彦「発達障害の臨床心理学」東京大学出版会.



オフィスアワー 月曜 12:15˜13:30

人 間 系 学 系 B 棟 B221-B 4586 dairoku at human.tsukuba.ac.jp

http://www.human.tsukuba.ac.jp/˜dairoku/



授業科目名 知的・発達障害指導法特講

科目番号 01EL304

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 木 1; 春 C 木 1,2

担当教員 熊谷 恵子,岡崎 慎治

授業概要 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。さらに、知的障害、発達障害の能力の水準、認知能力の特徴に応じ

た適切な指導について理解する。

備考

授業形態 講義

担当形態 オムニバス

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (特別支援教育領域に関する科目)

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び、

能力の水準に応じた適切な発達支援を理解する。

授業計画 第 1回知的障害の定義と分類 (岡崎)

第 2回発達障害の定義と分類 (熊谷)

第 3回基礎的認知機能と学力および習得度 (熊谷)

第 4回発達と前頭葉機能 (実行機能)(岡崎)

第 5回学習とメタ認知 (熊谷)

第 6回ウェクスラー検査による知能:言語理解・知覚推理・処理速度 (熊谷)

第 7回ルリアモデルによる知能:継次処理・同時処理・プランニング・注意 (岡崎)

第 8回 CHC理論による知能 (熊谷)

第 9回知的障害児の日常生活指導 (岡崎)

第 10回知的障害児の生活単元学習 (岡崎)

第 11回知的障害児のあそびの指導 (岡崎)

第 12回知的障害児の数とことばの指導 (岡崎)

第 13回知的障害者の作業学習 (岡崎)

第 14回発達障害児の読み指導 (熊谷)

第 15回発達障害児の書き指導 (熊谷)

第 16回発達障害児の計算指導 (熊谷)

第 17回発達障害児の数学的推論および文章題指導 (熊谷)

第 18回発達障害児の生活指導 (熊谷)

第 19回知的障害の事例研究 (岡崎)

第 20回発達障害の事例研究 (熊谷)

学生に対する評価 レポート評定の結果から、A―Dの 4段階評価を行う。

テキスト 指定なし

参考書・参考資料等 1. 小池敏英・北島善夫 (2001)知的障害の心理学.北大路書房.

2. 東城吉邦ほか (2010)発達障害の臨床心理学.東京大学出版会.

オフィスアワー 熊谷 恵子 kkumagai at human.tsukuba.ac.jp

岡崎 慎治 火曜 12:15˜13:30

人間系学系 B棟 B225 029-853-6804 sokazaki at human.tsukuba.ac.jp





授業科目名 行動障害指導法特講

科目番号 01EL305

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 火 1; 春 ABC 集中

担当教員 園山 繁樹

授業概要 行動障害に関する心理的特徴、アセスメント方法、指導計画の立案、指導法、指導の

実際についての基礎的知識を講義するとともに、実践論文を取り上げ、その実際を提

示する。特に行動論的立場からの指導法について講義する。

備考

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (特別支援教育領域に関する科目)

授業の到達目標及び

テーマ

・行動障害 (自閉症、アスペルガー障害、不登校、選択性緘黙、ダウン症の青年期急

激退行等)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

立案の理論に関する基礎的知識を習得する。

・行動障害 (自閉症、アスペルガー障害、不登校、選択性緘黙、ダウン症の青年期急

激退行等)を示す幼児・児童・生徒・成人に対する、具体的な指導法についての知識

を習得する。

授業計画 第 10回終了後,第 20回終了後それぞれで定期試験を行う。

第 1回行動障害のタイプと背景要因

第 2回行動障害に関係する障害と心理的特徴

第 3回自閉症・アスペルガー障害の指導の基礎理論

第 4回自閉症・アスペルガー障害の指導の方法

第 5回幼児期における自閉症・アスペルガー障害の指導事例

第 6回小学校における自閉症・アスペルガー障害の指導事例

第 7回中学校・高校における自閉症・アスペルガー障害の指導事例

第 8回青年期における自閉症・アスペルガー障害の指導事例

第 9回福祉施設における自閉症の指導事例

第 10回福祉施設における自閉症の指導事例

第 11回ダウン症の急激退行の症状

第 12回ダウン症の急激退行の援助の方法と実際

第 13回不登校のタイプと背景要因

第 14回不登校の指導の方法

第 15回幼児期・小学校での不登校の指導事例

第 16回中学校・高校での不登校の指導事例

第 17回選択性緘黙の症状と背景要因

第 18回選択性緘黙の指導の方法

第 19回児童期の選択性緘黙の指導事例

第 20回青年期の選択性緘黙の指導事例

学生に対する評価 2/3以上を出席した者に対し定期試験を行い、試験の成績並びにレポートにより A-D

の 4段階評価を行う。

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. 小林重雄・園山繁樹・野口幸弘編著 (2003)「自閉性障害の理解と援助」コレール社

2. 小野昌彦 (2006)「不登校ゼロの達成」明治図書

3. マクホルム他著/河井・吉原訳 (2007)「場面緘黙児への支援―学校で話せない子を

助けるために―」田研出版

4. ボンディ&フロスト著/園山・竹内訳 (2006)「自閉症児と絵カードでコミュニケー

ション」二瓶社

5. リッチマン著/井上・奥田訳 (2003)「自閉症児への ABA入門」東京書籍

オフィスアワー sonoyama at human.tsukuba.ac.jp http://www.human.tsukuba.ac.jp/˜sonoyama/index.html





授業科目名 行動問題面接指導法特講

科目番号 01EL306

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 金 1; 春 ABC 集中

担当教員 野呂 文行

授業概要 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学習理論と, 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.

備考 01EF551と同一。

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目

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。

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

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)

学生に対する評価 出席とレポートにより評価する

テキスト 指定せず

参考書・参考資料等 クローン & ホーナー (野呂他訳)(2013)「スクールワイド PBS―学校全体で取り組む

ポジティブな行動支援」二瓶社

オフィスアワー



授業科目名 障害支援保育論

科目番号 01EL307

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 火 2; 春 ABC 集中

担当教員 園山 繁樹

授業概要 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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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。

・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

授業計画 第 1回保育・育児現場での支援の考え方

第 2回支援の基本的姿勢と支援者の基本的姿勢

第 3回障害児保育と統合保育-現状と課題-

第 4回統合保育の成功要因

第 5回全園体制の構築

第 6回保育場面での保育者支援

第 7回巡回相談と保育者研修

第 8回保育場面での子ども支援

第 9回保育所における統合保育の実際

第 10回幼稚園における統合保育の実際

第 11回統合保育の方法 (行動問題)

第 12回統合保育の方法 (コミュニケーション)

第 13回統合保育の方法 (情緒的問題)

第 14回子育てにおける現状と課題

第 15回子育てにおける支援の方法 (1)

第 16回子育てにおける支援の方法 (2)

第 17回子育てにおける支援の実際 (1)

第 18回子育てにおける支援の実際 (2)

第 19回障害児の子育て支援

第 20回まとめ

学生に対する評価 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。

テキスト 特に定めない。

参考書・参考資料等 1. 園山繁樹著 (1996)「統合保育の方法論」相川書房

2. 蔭山英順監修 (2002)「統合保育の展開」コレール社

3. 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」

4. 野呂文行 (2006)「園での『気になる子』対応ガイド」ひかりのくに

オフィスアワー





授業科目名 臨床発達心理査定法特講

科目番号 01EL308

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 ABC 応談

担当教員 原島 恒夫,大六 一志,野呂 文行,岡崎 慎治

授業概要 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、演習をまじ

えながら具体的・実践的な講義を行う。認知機能 (大六・岡崎)、感覚 (原島)、行動・

情緒面の評価 (野呂)を中心に、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。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

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 7～10回:心理検査の活用 1(菅野)

第 11˜15回:心理検査の活用 2(岡崎)

第 16˜20回:心理検査の活用 3(大六)

学生に対する評価 出席ならびにレポートにより評価を行う。

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 授業中に紹介する。

オフィスアワー



授業科目名 臨床発達心理学実習 I

科目番号 01EL309

単位数 3.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 随時

担当教員 大六 一志

授業概要 ・ 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年生対象

備考 01EF231と同一。

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目

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。

授業計画 第 1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 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 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 6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 7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 8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 9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 10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 11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 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 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)

学生に対する評価 出席、レポート

テキスト なし

参考書・参考資料等 1. 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.

オフィスアワー



授業科目名 臨床発達心理学実習 II

科目番号 01EL310

単位数 3.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 随時

担当教員 大六 一志

授業概要 ・ 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. ・2年生対象

備考 01EF232と同一。

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目

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。

授業計画 第 1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 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 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 6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 7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 8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 9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 10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 11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 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 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)

学生に対する評価 出席、レポート

テキスト なし

参考書・参考資料等 1. 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.

オフィスアワー



授業科目名 自閉症スペクトラム障害専門実習

科目番号 01EL311

単位数 3.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 金 4,5

担当教員 園山 繁樹,野呂 文行

授業概要 ・ 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.

備考 01EF571と同一。

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目

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

学生に対する評価 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。

テキスト 1. 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・参考資料等 1. 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

2. 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

3. 小林重雄監修 (1997)「応用行動分析学入門」学苑社

オフィスアワー



授業科目名 行動臨床心理学

科目番号 01EL312

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 随時

担当教員 園山 繁樹,野呂 文行,山中 克夫

授業概要 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。

備考 西暦奇数年度開講。

授業形態 講義

担当形態

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

・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。

・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

授業計画 第 1回子育てと学校教育の臨床心理学

第 2回実践の場での支援の基本的視座

第 3回個別のニーズの把握の理論と方法

第 4回アセスメント法 (1):標準化された検査

第 5回アセスメント法 (2):行動観察法

第 6回介入の理論と方法 (1):精神力動的立場

第 7回介入の理論と方法 (2):来談者中心的立場

第 8回介入の理論と方法 (3):行動論的立場

第 9回介入の理論と方法 (4):システム論的立場

第 10回個別ニーズに応じた介入の在り方

第 11回コンサルテーションの方法

第 12回スーパービジョンの方法

第 13回行動問題の理解と介入 (1)

第 14回行動問題の理解と介入 (2)

第 15回行動問題の理解と介入 (3)

第 16回行動問題の理解と介入 (4)

第 17回臨床心理学と連携 (1)

第 18回臨床心理学と連携 (2)

第 19回介入の評価

第 20回まとめ

学生に対する評価 出席とレポートによる評価を行う。

テキスト なし。

参考書・参考資料等 1. 小林重雄編 (2001)「総説臨床心理学」コレール社

オフィスアワー



授業科目名 言語・コミュニケーション障害心理学

科目番号 01EL313

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 BC 集中

担当教員

授業概要 前半は言語発達の理論と言語発達を支えるメカニズムについて解講する。後半は言

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。

備考

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための必修科目 (選択科目)

特別支援教育に関する科目 (免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の

領域に関する科目)

・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

・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

・言語発達の心理学の理論、および言語発達の支援方法論を理解する。

・言語発達のアセスメントおよび支援のスキルの基礎を習得する。

授業計画 第 1回言語発達と言語発達支援

第 2回言語発達の生物学的基盤

第 3回言語発達の神経学的基礎

第 4回言語発達の対人的基礎

第 5回言語発達の社会的基礎

第 6回言語発達と初期認知発達

第 7回言語発達と認知機能

第 8回言語発達概観

第 9回言語発達における教育的側面

第 10回言語発達の社会的・文化的側面

第 11回言語発達のアセスメント (乳幼児期)

第 12回言語発達のアセスメント (学齢期)

第 13回言語発達支援の現代的問題と支援の場

第 14回言語発達段階に即した支援方法 (乳幼児期)

第 15回言語発達段階に即した支援方法 (学齢期 1)

第 16回言語発達段階に即した支援方法 (学齢期 2)

第 17回場面に即した対応

第 18回言語発達アセスメントと支援の実際事例 1

第 19回言語発達アセスメントと支援の実際事例 2

第 20回まとめ

学生に対する評価 出席、レポートによって評価を行う。

テキスト 1. 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・参考資料等 1. 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

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉支援の理論と方法

科目番号 01EL401

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB秋 AB 月 6

担当教員 森地 徹

授業概要 障害福祉の対象となる人々 (身体障害・知的障害・精神障害) の生活理解と支援方法

について総合的に学びながら,障害受容,対象喪失問題,リカバリー論への障害当事者

からの視点とソーシャルワークの各理論との接続を検討しながら障害福祉支援学の構

想について考えてみたい。

備考

授業形態 講義

担当形態

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 (身体・知的・精神)をもつ人の生活理解 (アセスメント)の視点と障害福祉支

援の方法論を理

解する

・各種のソーシャルワーク理論を障害福祉支援において活用する方法を習得する。

・対象喪失と障害受容及びリカバリー問題を当事者の視点から理解できる能力を涵養

する。

授業計画 第 1回障害福祉支援学とは何か

第 2回身体障害をもつ人の生活理解の視点

第 3回身体障害をもつ人への生活支援方法の検討

第 4回知的障害をもつ人の生活理解の視点

第 5回知的障害をもつ人への生活支援方法の検討

第 6回精神障害をもつ人の生活理解の視点

第 7回精神障害をもつ人への生活支援方法の検討

第 8回障害受容過程と支援方法の諸問題

第 9回対象喪失問題と障害福祉支援の方法

第 10回障害福祉支援とソーシャルワークの理論

第 11回心理社会的アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 12回機能的アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 13回問題解決アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 14回行動療法理論と障害福祉支援の方法

第 15回課題中心ソーシャルワーク理論と障害福祉支援の方法

第 16回危機介入アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 17回生態学的アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 18回ジェネラリスト・アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 19回エンパワーメント・アプローチ理論と障害福祉支援の方法

第 20回構成主義・ナラティブ理論と障害福祉支援の方法

学生に対する評価 演習各回における学生の主体的参加態度 (関与の程度), 提示課題への取り組み, 提出

された課題レポートの内容等を総合して評価 (A～Dの 4段階)を行う

テキスト 授業時に適宜指示する。

参考書・参考資料等 1. 結城俊哉 (1998)「生活理解の方法」ドメス出版

2. 久保紘章・副田あけみ編著 (2005)「ソーシャルワークの実践モデル」川島書店

3. 植田章・結城俊哉編著 (2007)「社会福祉方法原論の展開」高菅出版

4. 奥野英子・結城俊哉編著 (2007)「障害科学の展開・第 3巻:生活支援の障害福祉学」

明石書店

オフィスアワー





授業科目名 障害者の生活と権利擁護研究

科目番号 01EL402

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB秋 AB 金 3

担当教員 名川 勝

授業概要 講義と討議を併用する。生活支援と権利擁護支援上の必要事項について必要な知識を

提示し、課題を報告・討議する。授業計画に示されるテーマ以外にも必要に応じて取

り扱う。

備考 教室は人間 B232を使用

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (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

障害者の生活支援と権利擁護支援について、両者を関連付けて整理し、その制度と実

際を理解する。また成年後見制度、意思決定支援などの領域についてもあわせて検討

する。移行支援期から生涯にわたり発生する生活支援/権利擁護支援上の課題につい

て把握し、その支援のあり方を理解することを目標とする。

授業計画 第 1回オリエンテーション/生活支援の概要

第 2回生活上のトラブル発生と権利擁護支援

第 3回福祉法ほかにおける権利擁護制度

第 4回障害者権利条約ほか

第 5回成年後見制度の概要と実践

第 6回成年後見制度の課題と生活支援との連携

第 7回意思決定支援とその課題

第 8回意思決定支援から生活支援へ

第 9回Mental Capacity Act他による意思決定支援

第 10回パターナリズム/当事者運動・当事者主権

学生に対する評価 出席、授業参加、レポートにより、総合的に評価する。

テキスト 未定

参考書・参考資料等 未定

オフィスアワー



授業科目名 障害者自立生活支援論

科目番号 01EL403

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 C 金 3,4

担当教員 名川 勝

授業概要 前半は障害者の置かれている状況を確認し生活のあり方を整理した後に、そこで遭遇

するトラブルと権利擁護、決定支援、成年後見ないしはその代替・補足手段について

示す。後半は生活の各側面について現状と研究について論じる。最後に現在の課題を

論文等により各自まとめ、討議を行う。

備考 教室は人間 B232を使用

授業形態 講義

担当形態

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

・障害者の生活とその支援ならびに権利擁護を中心的なテーマとし、課題の把握と考

究を行う。なお本講ではもっぱら知的障害・発達障害がある人の課題を取り扱う。

・ 上記テーマに関係する文献を収集・分析して討議を行うことで研究能力を高める。

授業計画 第 1～2回:障害者と消費生活の支援

第 3～4回:障害者の生活における衣食住

第 5回 :障害者の結婚と恋愛

第 6回 :障害者の子育てとその支援

第 7回 :知的障害者等の情報保障

第 8回～ :課題研究

学生に対する評価 授業中に指示

テキスト 1. 奥野英子・結城俊哉編著「生活支援の障害福祉学」明石書店

参考書・参考資料等 1. 福祉士養成講座編集委員会「障害者福祉論」,中央法規

他は講義に際して紹介する

オフィスアワー



授業科目名 地域福祉研究

科目番号 01EL404

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 BC 集中

担当教員

授業概要 現代社会における社会福祉の基本理念と福祉の機能が, 対象者の抱える「生活問題」

の理解と解決のために提供すべき「援助方法と制度施策」の現状と課題を検討する。

また社会福祉専門職制度と倫理, 行政, 民間等における社会福祉組織の運営と管理の

あり方を検討し,さらに,社会福祉の国際的な歴史的展開 (日本・欧米・アジアで意味

すること)を考える。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・現代社会における社会福祉の理念と意義について事例や演習形式等を活用し,理解

させる。

・社会福祉の対象と援助形態及び方法について理解させる。

・社会福祉サービス体系と利用者保護制度の仕組みの概要について理解させる。

・社会福祉をめぐる我が国及び諸外国の動向について理解させる。

授業計画 (講義形式ではない)

第 1回～3回:現代社会と社会福祉の原理

第 4回～7回:地域福祉の対象理解とニーズへのアプローチ

第 8回～10回:地域福祉援助の方法・技術の構造

学生に対する評価 授業への参加状況と課題レポートにより評価する。

テキスト 開講時及び随時指示する。

参考書・参考資料等 なし

オフィスアワー



授業科目名 高齢福祉心理学特講

科目番号 01EL405

単位数 3.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 応談

担当教員 山中 克夫

授業概要 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。

備考 履修希望者は授業担当教員に相談すること

授業形態 講義

担当形態

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



学生に対する評価 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。

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. 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)

2. 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)

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉支援学演習

科目番号 01EL406

単位数 2.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 応談

担当教員 山中 克夫,名川 勝

授業概要 本演習では, 障害者福祉と特別支援教育との連携のあり方を踏まえながら, 地域社会

で生きていく障害者の生活支援のあり方について, 人権・権利擁護の支援, 介助関係

をめぐる対人関係の課題,さらに,様々なストレス体験への対処能力 (コーピングとト

ラウマ問題),高齢障害者の QOL問題と認知症ケアの方法について幅広く具体的に学

び,実践的スキルも含めた演習を展開する。

備考

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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) 者の福祉の理念と特別支援教育及び障害者の人権問題・権利条約等の国

内及び世界的動向について理解する。

・戦時下及び災害ストレス問題と精神障害者支援のあり方について歴史的理解と支援

方法を学習する。

・身体障害・知的障害及び精神障害をもつ人,さらに認知症高齢者等の身体的・心理

的・社会的機能を

含む生活機能障害をもつ人々への障害福祉・高齢者福祉・特別支援教育の研究法及び

支援方法についての基本技能 (特に,心理アセスメントと介入技法)を習得する。

授業計画 (総論:第 1回～第 7回/各論:第 8回～第 20回)

第 1回障害福祉支援と特別支援教育の連携を考える。

第 2回障害者福祉の基本理念と歴史

第 3回障害者福祉領域における研究法

第 4回障害者福祉施策の現状と課題

第 5回障害の定義と範囲概念と障害認定の課題の検討

第 6回障害者支援とソーシャルワークの視点の統合

第 7回障害のある人と福祉文化の可能性

第 8回知的障害のある親の子育て支援に関する国内外の研究動向の検討

第 9回重度肢体不自由者の在宅支援場面における介助関係の分析方法に関する検討

第 10回国連障害者権利条約をテーマとする、国内外の権利擁護体制の整備状況検討

第 11 回英国 Mental Capacity Act 2005 ならびに Code of Practice ほか関連資料

にみる判断能力不十分者の支援のあり方検討

第 12回成年後見審判におけるソーシャルレポートの意義と課題に関する検討

第 13回戦争ストレスと精神障害者支援の歴史問題検討

第 14回災害ストレスと精神障害をめぐる地域生活支援のあり方の検討

第 15回高齢障害者の QOL(生活の質)と認知機能障害 (認知症)への支援方法を考え

る

第 16回心理アセスメントの技法についての理解とロールプレイ体験

第 17回 cognitive stimulationに関する理解

第 18回 cognitive stimulationに関するロールプレイ (記録の演習も含む)

第 19回 cognitive stimulationの課題作成



第 20回総まとめ (演習課題報告)

学生に対する評価 演習各回における学生の主体的参加態度 (関与の程度), 提示課題への取り組み, 提出

された課題レポートの内容等を総合して評価 (A～Dの 4段階)を行う。

テキスト 授業時に適宜指示する。

参考書・参考資料等 1. 奥野英子・結城俊哉編著 (2007)「生活支援の障害福祉学」明石書店

2. 長瀬・東・川島編 (2008)「障害者の権利条約と日本」生活書院

3. 紺野包子訳 (2009)「イギリス 2005年意思能力法・行動指針」民事法研究会

4. こころのケアセンター編 (1999)「災害とトラウマ」みすず書房

5. エイブラム・カーディナー (中井久夫・加藤寛共訳)(2004)「戦争ストレスと神経

症」みすず書房

6. 藤田和弘監修山中克夫他編著 (2006)「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

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉支援学実践実習

科目番号 01EL407

単位数 3.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 随時

担当教員 山中 克夫,名川 勝

授業概要 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。

備考

授業形態 実習・実験・実技

担当形態

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。

学生に対する評価 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。

テキスト 開講時及び随時,指示する

参考書・参考資料等 1. 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』

オフィスアワー



授業科目名 障害原理論特講

科目番号 01EL501

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 木 2; 春 C 木 1,2

担当教員 岡 典子

授業概要 歴史、政治・経済、科学の発展、教育・福祉、文化・宗教等の諸要因が社会における

障害の捉え方 (障害観) に及ぼす影響について考察する。障害者教育・福祉の本質的

問題について、縦断的 (時期・時代による異同)および横断的 (障害種別による異同、

教育と福祉の異同、国・地域による異同)視点から深く掘り下げて考察する。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

・障害および障害のある人々にかかわる本質的な問題について、とくに社会と障害と

のかかわりの観点から幅広い知識を得るとともに、「障害とは何か」について深く理

解する

授業計画 第 1回はじめに-現代社会における障害および障害のある人々の位置-

第 2回近代欧米社会における障害観の特徴と障害のある人々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回日本における障害 (者)問題の位置

第 5回途上国における障害観とその背景的要因

第 6回障害と政治・経済

第 7回障害と科学

第 8回障害と医療

第 9回障害と文化・宗教

第 10回障害と戦争

第 11回障害とメディア

第 12回障害とテクノロジー

第 13回障害とスティグマ

第 14回障害者教育・福祉の本質的課題 (1)障害者教育・福祉の成立条件

第 15回障害者教育・福祉の本質的課題 (2)教育と福祉の接点

第 16回障害者教育・福祉の本質的課題 (3)教育問題と社会問題の混合と脱皮

第 17回障害に関する今日的課題 (1)国際機関における対応の動向

第 18回障害に関する今日的課題 (2)ソーシャル・インクルージョンとインクルーシ

ブ教育

第 19回障害に関する今日的課題 (3)専門家と障害当事者との関係

第 20回総括

学生に対する評価 平常点 (授業への参加状況ならびに小レポートの提出状況)と学期末レポートの評価

を総合して評価する

テキスト 随時指示

参考書・参考資料等 随時指示

オフィスアワー



授業科目名 障害原理論セミナー

科目番号 01EL502

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 2; 秋 C 火 1,2

担当教員 岡 典子

授業概要 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、生命倫理と障害

等)を中心に、文献の集め方、集約の仕方、文章化の方法を修得する。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。

備考 2014年度開講せず。

授業形態 演習

担当形態

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

・障害原理論にかかわる現代的な課題を設定し、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・福祉的処遇にかかわる原理論の今日

的課題を、学制自らの観点から思考し、自分なりの回答も見つける力を修得する

授業計画 第 1回オリエンテーション-本授業における課題遂行の趣旨-

第 2回課題の設定 (1)ブレインストーミングのためのグループディスカッション

第 3回課題の設定 (2)課題の設定

第 4回課題の設定 (2)目的に即した文献情報の収集方法

第 5回課題の設定 (3)文献情報のリスト化

第 6回課題の設定 (4)文献情報の整理とミニ研究課題の確定

第 7回資料収集作業 (1)文献情報の収集

第 8回資料収集作業 (2)一次資料と二次資料の分類

第 9回資料の読解 (1)一次資料の整理・分析

第 10回資料の読解 (2)二次資料の整理・分析

第 11回中間報告会 (1)

第 12回中間報告会 (2)

第 13回補足資料の収集・整理 (1)補足的情報入手の必要性

第 14回補足資料の収集・整理 (2)補足的情報の活用

第 15回文献情報に基づくデータ整理と考察 (1)

第 16回文献情報に基づくデータ整理と考察 (2)

第 17回情報の文章化と留意事項

第 18回グループディスカッション (1)課題整理の方法論

第 19回グループディスカッション (2)課題の論点

第 20回全体討論

学生に対する評価 授業への出席と討論への参加、ならびに課題の作成と報告によって評価する

テキスト 随時指示する

参考書・参考資料等 随時指示する

オフィスアワー



授業科目名 インクルーシブ教育論

科目番号 01EL503

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 C 木 3,4

担当教員 岡 典子

授業概要 障害者教育におけるインクルーシブ教育の意味と課題を理解する。 インクルーシブ

教育において重要となる障害以外の条件 (貧困、人種、言語、宗教等)について理解す

る。 インクルーシブ教育における教育改革ならびに社会改革としての目的とその具

体的方法論について理解する。

備考

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

今日の国際的動向であるインクルーシブ教育について、その理念・目的・対象・実現

手段 (方法論)を理解する

インクルーシブ教育の本質について、教育改革ならびに社会改革の両側面から理解す

るとともに、先進国と途上国、欧米圏と非欧米圏など、異なる社会構造に立脚したイ

ンクルーシブ教育の在り方について考察する

授業の到達目標及び

テーマ

授業計画 第 1回インテグレーションとインクルーシブ教育

第 2回特別ニーズ教育とインクルーシブ教育

第 3回先進国のインクルーシブ教育と途上国のインクルーシブ教育

第 4回インクルーシブ教育とソーシャル・インクルージョン

第 5回インクルーシブ教育と障害

第 6回インクルーシブ教育と人種・民族・言語・宗教

第 7回インクルーシブ教育と貧困

第 8回欧米諸国におけるインクルーシブ教育

第 9回アジアにおけるインクルーシブ教育

第 10回総括

学生に対する評価 授業への参加状況 (出席状況および小レポートの提出等)および学期末レポートの成

績を総合的に勘案して評価する

テキスト 随時指示する

参考書・参考資料等 随時指示する

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害生理・心理学セミナー

科目番号 01EL504

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 1

担当教員 柿澤 敏文

授業概要 視覚障害教育の今日的課題 (例:視覚障害乳幼児の機能検査、視覚補助具の評価・開

発・利用方法、歩行分析、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、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。

備考

授業形態 演習

担当形態

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。

視覚障害教育の今日的課題、、視覚障害乳幼児の機能検査、視覚補助具の評価・開発・

利用方法、歩行分析、障害受容と態度等

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(国内動向)

第 5回討議 1(国内動向)

第 6回各自の文献の要約発表 2(海外動向)

第 7回討議 2(海外動向)

第 8回文章化

第 9回レポート発表

第 10回まとめ

学生に対する評価 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。

テキスト 1. 中村満紀男・四日市章編 (2007)障害科学とは何か.明石書店

2. 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

3. 長崎 勤・前川久男編 (2007)障害理解のための心理学.明石書店

4. 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・参考資料等 1. 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

2. Silverstone, B. et al. (2000). The Lighthouse Handbook on Vision Impairment

and Vision Rehabilitation. Oxford University Press.



オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害生理・心理学セミナー

科目番号 01EL505

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 集中

担当教員 原島 恒夫,鄭 仁豪,加藤 靖佳

授業概要 聴覚障害教育に関する医学・生理学分野、心理学・社会学分野、聴覚科学・音声科学

分野の国内外の論文を読み、討論をおこなう。

備考

授業形態 演習

担当形態 オムニバス

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

聴覚障害教育は、近年の医学の進歩や社会的環境の変化により大きな影響を受けつつ

ある。このような変化を読み取るためには、聴覚障害児者に関する医学・生理学をは

じめ、聴覚科学・音声科学、また認知や言語の発達、社会的変化について深い見識が

必要となってきている。本講義では、以上のトピックスについて、理解を深め、聴覚

障害児者教育における現代的課題について理解を深める。

授業計画 第 1回オリエンテーションと聴覚障害生理・心理学の概要

第 2回聴能評価と聴覚スクリーニング (原島)

第 3回人工内耳 (原島)

第 4回聴覚障害児療育と母子間コミュニケーション指導 (原島)

第 5回言語発達と聴覚障害 (鄭)

第 6回認知発達と聴覚障害 (鄭)

第 7回社会的環境と聴覚障害 (鄭)

第 8回聴覚科学と聴覚障害

第 9回音声科学と聴覚障害

第 10回音響心理学と聴覚障害

学生に対する評価 討論における参加状況およびレポート

テキスト 1. Journal of Speech and Hearing Research, Journal of Speech and Hearing

Disorders, Volta Review, American Annals of the Deaf, Audiology Japan, 特殊教

育学研究, 聴覚言語障害, 障害科学研究, ろう教育科学

参考書・参考資料等 随時指示する。

オフィスアワー



授業科目名 知的・発達・行動障害生理・心理学セミナー

科目番号 01EL506

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 木 3

担当教員 岡崎 慎治

授業概要 知的障害, 発達障害等について, 主に生理心理学や神経科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最近の研究動向につい

て学習し,知的障害,発達障害等の基礎的研究知見への理解を深めるとともに,これら

の知見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。

備考

授業形態 演習

担当形態

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,発達障害ならびに行動障害に関する最新の研究動向について,生理学や

心理学の基礎的研究を中心とした文献を通して知識を学び,また議論する。

・ 知的障害,発達障害ならびに行動障害の基礎的研究知見を踏まえた心理や教育に関

する今日的課題について, 学生自らの観点から思考し, 研究課題に生かすとともに自

分なりの回答を見つける力を養う。

授業計画 第 1回前半の文献の選択と分担,文献の背景となる研究法等の基礎知識についての講

義

第 2回知的障害における行動面に関する文献および関連文献の発表と議論

第 3回知的障害における生理学的側面に関する文献および関連文献の発表と議論

第 4回発達障害における行動面に関する文献および関連文献の発表と議論

第 5回発達障害における生理学的側面に関する文献および関連文献の発表と議論

第 6回行動障害における行動面に関わる文献および関連文献の発表と議論

第 7回行動障害における生理学的側面に関わる文献および関連文献の発表と議論

第 8回行動面に関する文献発表を踏まえた研究計画の検討と議論

第 9回生理学的側面に関する文献発表を踏まえた研究計画の検討と議論

第 10回各自の研究計画に関する議論を踏まえた今後の課題に関する議論

学生に対する評価 授業における議論への参加や問題意識, 出席状況を加味するとともに, 文献発表をふ

まえた研究計画の内容ならびに関連学会への投稿や発表の状況も加味して,A-Dの 4

段階評価を行う。

テキスト 障害の生理心理学や神経科学的基礎研究に関する文献,および研究法に関する文献を

適宜選定

参考書・参考資料等 適宜指示する。

オフィスアワー



授業科目名 運動障害生理・心理学セミナー

科目番号 01EL507

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 ABC 応談

担当教員 竹田 一則,川間 健之介

授業概要 脳性疾患をはじめとする運動障害を持った小児に関わる基本的課題 (例:小児医療、看

護、リハビリテーションを取り巻く諸問題)を生理学・心理学の観点から文献を通し

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。

備考

授業形態 演習

担当形態 複数教員担当

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

・脳性疾患をはじめとする運動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、脳性疾患をはじめとする運動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

授業計画 第 1回オリエンテーション

第 2回運動障害に関する生理学的な課題の設定

第 3回運動障害に関する生理学的な文献の収集

第 4回運動障害に関する生理学的な発表と討議

第 5回運動障害に関する心理学的な課題の設定

第 6回運動障害に関する心理学的な文献の収集

第 7回運動障害に関する心理学的な発表と討議

第 8回運動障害に関する生理学の最新の話題

第 9回運動障害に関する心理学の最新の話題

第 10回運動障害に関する生理学・心理学的な課題 (発表と討議)

学生に対する評価 講義への出席状況ならびに課題への取り組み状況、期末試験の成績により評価を行

う。

テキスト 1. 竹田一則 (著)肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医学・生理

学 (ジアース教育新社

参考書・参考資料等 1. 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)

オフィスアワー



授業科目名 病弱生理・心理学セミナー

科目番号 01EL508

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 金 2

担当教員 竹田 一則

授業概要 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、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。

備考

授業形態 演習

担当形態

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

・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。

授業計画 第 1回オリエンテーション

第 2回病弱障害の原因に関連する生理的な課題の設定

第 3回病弱障害の原因に関連する生理的な文献の収集

第 4回病弱障害の原因に関連する生理的な発表と討議

第 5回病弱障害の原因に関連する心理学的な課題の設定

第 6回病弱障害の原因に関連する心理学的な文献の収集

第 7回病弱障害の原因に関連する心理学的な発表と討議

第 8回病弱障害の教育に関連する生理・心理学的な 課題の設定

第 9回病弱障害の教育に関連する生理・心理学的な 課題の収集

第 10回病弱障害の教育に関連する生理・心理学的な発表と討議

学生に対する評価 講義への出席状況ならびに課題への取り組み状況、期末試験の成績により評価を行

う。

テキスト 1. 竹田一則 (著)肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医学・生理

学 (ジアース教育新社

参考書・参考資料等 1. 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)

オフィスアワー



授業科目名 言語障害生理・心理学セミナー

科目番号 01EL509

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 火 5

担当教員 宇野 彰

授業概要 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。課題の設

定は教員が中心に行う。

備考

授業形態 演習

担当形態 オムニバス

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

言語障害の生理、心理に関わる、今日的課題について主に海外の文献を通して学ぶ。

授業計画 第 1回実際の論文を例として今後の授業の進め方を確認 (担当:長崎勤)

第 2回論文での題名のつけ方 (担当:長崎勤)

第 3回方法の書き方 (担当:長崎勤)

第 4回結果の書き方 (担当:長崎勤)

第 5回考察の書き方 (担当:長崎勤)

第 6回抄録の書き方 (担当:宇野彰)

第 7回表と図の違いと作り方 (担当:宇野彰)

第 8回図表の説明の書き方 (担当:宇野彰)

第 9回スライドの作り方 (担当:宇野彰)

第 10回ポスターや口頭発表原稿のつくり方、質疑応答のポイント (担当:宇野彰)

学生に対する評価 授業での発表や出席により評価し、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 特に定めない

参考書・参考資料等 言語障害に関する書籍、論文。英文論文作成に関しては論文作成マニュアル (アメリ

カ心理学会)。

オフィスアワー



授業科目名 障害学生支援学特講

科目番号 01EL510

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 月 5

担当教員 名川 勝

授業概要 高等教育機関における障害学生支援に関わる理念ならびに関連法案について講述す

る。また, 支援対象となる障害種 (視覚, 聴覚, 運動, 発達障害等) ごと、支援領域 (時

系列的理解、バリア解消、生活、就職ほか)ごとに支援方法を検討する。

備考

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (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

大学等, 高等教育機関における障害学生の支援について, 支援対象となる障害と支援

のあり方について習得することを目標とする。また,障害学生や支援学生にも参加し

てもらい、障害学生支援について具体的な理解をはかる。

授業計画 第 1回障害学生支援の理念と背景

第 2回障害学生の現状および支援の流れ、支援体制

第 3回視覚障害学生の理解と支援

第 4回聴覚障害学生の理解と支援

第 5回運動・健康障害学生の支援と介助

第 6回発達障害の理解

第 7回バリアの調査と解消

第 8回生活・就職の支援

第 9回国内外における障害学生支援

第 10回総合討論

学生に対する評価 出席、授業参加、レポートにより、総合的に評価する。

テキスト 1. 鳥山由子・竹田一則編「障害学生支援入門」ジアース教育新社,2011

2. 障 害 学 生 修 学 支 援 メ ニ ュ ー 検 討 委 員 会 編「 教 職 員 の た め の

障 害 学 生 修 学 支 援 ガ イ ド (平 成 23 年 度 改 訂 版)」日 本 学 生 支 援 機

構,2011(http://www.jasso.go.jp/tokubetsu shien/syuppannbutu.html#guide)

他は適宜指示する

参考書・参考資料等 講義の際に紹介する

オフィスアワー



授業科目名 障害学生支援学セミナー

科目番号 01EL511

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 AB 月 5

担当教員 名川 勝,岡崎 慎治

授業概要 参加学生は各テーマに基づき、文献調査あるいはフィールド調査を行い、発表、議論

する。議論結果によっては更にテーマを深めて発表を行う。受講学生は「障害学生支

援学特講」をあらかじめ履修したものとして実施する。また「特講」内で本学におけ

る障害学生支援に参加する機会を紹介するので、これらにも関わることでフィールド

を得ることが望ましい。

備考 01EL510 障害学生支援学特講を受講しておくこと

授業形態 演習

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (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

大学等, 高等教育機関における障害学生の支援について, 関連文献あるいはフィール

ド調査に基づき議論を行うことにより、課題に対する理解を深める。テーマは支援理

念、支援体制、高大連携、各障害 (視覚障害、聴覚障害、運動障害、発達障害等)・各

分野 (入学、学習、試験、実習、研究、生活、就職、情報保障、バリア解消、人材育成、

健康管理ほか)における支援方法ならびにそれらの研究方法などを対象とする。受講

学生はそれぞれのテーマを定めて文献レビュー、調査報告を行う。

受講学生は、障害学生支援に関するより総合的な視野と思考方法を学び、実践に寄与

することのできる素養を身につけることを目標とする。

授業計画 第 1回オリエンテーション

第 2回調査・研究の動向と紹介

第 3回報告と議論 (1)各障害の理解と支援 (身体障害)

第 4回報告と議論 (2)各障害の理解と支援 (発達障害ほか)

第 5回報告と議論 (3)情報保障

第 6回報告と議論 (4)就職支援・生活支援

第 7回報告と議論 (5)バリア調査と解消

第 8回報告と議論 (6)試験時の配慮、研究方法ほか

第 9回最終報告とグループディスカッション

第 10回まとめと発表の整理

学生に対する評価 出席と報告、議論への参加により評価する。

テキスト 特になし

1. 鳥山由子・竹田一則編「障害学生支援入門」ジアース教育新社,2011

2. 障 害 学 生 修 学 支 援 メ ニ ュ ー 検 討 委 員 会 編「 教 職 員 の た め の

障 害 学 生 修 学 支 援 ガ イ ド (平 成 23 年 度 改 訂 版)」日 本 学 生 支 援 機

構,2011(http://www.jasso.go.jp/tokubetsu shien/syuppannbutu.html#guide) ほ

か



参考書・参考資料等

オフィスアワー



授業科目名 障害児教育国際教育開発論

科目番号 01EL512

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 春 AB 火 3

担当教員 鄭 仁豪

授業概要 欧米諸国、東アジア諸国、開発途上国における障害児教育の現状を理解するととも

に、国際開発教育の意義とその必要性について学習する。また、国際社会と国内にお

ける教育協力の動向について理解するとともに、日本の障害児教育におけるコンテン

ツを活用し、グローバリゼーション、国際協調、平和教育、インクルーシブ教育など

の観点から、開発途上国への教育開発や協力の可能性について模索する。

備考

授業形態 講義

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (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

・欧米諸国や東アジア諸国、および開発途上国における障害者教育の現状を理解

する。

・国際教育開発の意義と目的を理解する。

・日本の障害者教育における国際教育開発と協力の可能性を探求する。

・日本の国際教育開発と協力のあり方を検討する。

授業計画 第 1回障害児教育国際教育開発の総説

第 2回欧米諸国 (米国、イギリス、ドイツ)にける障害者教育の現状

第 3回東アジア諸国 (韓国・台湾)における障害者教育の現状

第 4回開発途上国 (アジア地域)諸国における障害児教育の状況と課題

第 5回開発途上国 (アフリカ・中南米地域)諸国における障害児教育の状況と課題

第 6回障害児教育における国際協力と開発教育

第 7回障害児教育における国際開発教育の実践の探求

第 8回日本の障害者教育実践におけるノウハウとコンテンツ

第 9回日本の障害児教育における教育開発国際協力の可能性の追求

第 10回世界の障害者教育における教育開発国際協力の連携の模索 (総括)

学生に対する評価 毎回のレポートとプレゼンテーションの内容の評価を基本とし、授業への取り組みや

出席状況などを総合的に評価する。

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. 田中治彦 (2008)国際協力と開発教育.明石書店

2. 前林清和 (2010)開発教育実践学.昭和堂

3. 下村恭民・稲田十一・深川由起子 (2009)国際協力、その新しい潮流.有斐閣選書

4. 日本国際協力機構 (2005)日本の教育経験-途上国の教育開発を考える.東新堂

5. Mazurek, K..& Wizenr, M.A. (1994) Comparative Studies in Special Educa-

tion. Gallaudet

University Press: Washington DC.

6. Lari, J.S.(2006) Aspects of Special Needs Education in Pakistan and Other

Developing

Countries. Saturday Night Press Publication, York,England.



オフィスアワー



授業科目名 海外特別研修セミナー

科目番号 01EL513

単位数 2.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 随時

担当教員 園山 繁樹,安藤 隆男,柿澤 敏文,鄭 仁豪

授業概要 韓国 (大邱大学校他)、台湾 (国立台湾師範大学他)、中国 (華東師範大学他)等の特別

支援教育に関する主要大学と連携し、各国の特別支援教育の制度・実情・研究状況等

について調査・研究し、連携大学の大学院生・教員と共同セミナーを実施し、それぞ

れの調査・研究の成果を発表し、相互理解を深める。特別支援教育に関連する連携大

学や関連諸機関を視察し、その実情の理解を深める。連携大学と協力し年間計画を立

案の上、集中講義の形式で実施する。テレビ会議システムも利用する。

備考

授業形態 講義及び演習

担当形態

科目・各科目に含める

ことが必要な事項

教員の免許状取得のための選択科目

特別支援教育に関する科目 (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

・海外、特に東アジア諸国の特別支援教育の制度・実情・研究状況等について理解を

深めるとともに、国際的な協働ができるための基礎的態度や知識を習得する。

授業計画 第 1回オリエンテーション

第 2回韓国における特別支援教育の現状

第 3回台湾における特別支援教育の現状

第 4回中国における特別支援教育の現状

第 5回連携大学における特別支援教育に関する教育・研究

第 6回訪問大学の選定とグループ分け

第 7回グループの調査・研究テーマ選定

第 8回グループの調査・研究計画作成

第 9回グループの調査・研究計画遂行

第 10回グループの調査・研究レポート作成

第 11回全体での調査・研究レポート検討

第 12回連携大学への訪問

第 13回連携大学でのグループ調査・研究発表

第 14回連携大学の大学院生の調査・研究発表への質疑応答

第 15回連携大学での全体協議

第 16回連携大学の関連機関の視察

第 17回連携大学の関連機関での全体協議

第 18回報告書の作成計画立案

第 19回報告書の作成

第 20回報告書に基づく報告会

学生に対する評価 参加状況、レポート、報告書をもとに総合的に評価し、A-Dの 4段階評価を行う。

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 随時配付する。

オフィスアワー



授業科目名 学習障害特講

科目番号 01EL514

単位数 1.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 秋 C 集中

担当教員 春原 則子

授業概要 学習障害の定義、背景となる生物学的原因、大脳機能、構造、などについて学んだ後、

障害のある方の実際を理解する。さらに、学習障害の背景となる認知障害を理解し、

自立にむけて何を支援すべきか考える。(定義、生物学的原因、大脳、認知障害、支

援、自立)

備考

授業形態 講義

担当形態

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

この授業を通じて、学習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

の回答を見つける力を涵養する。

授業計画 第 1回学習障害における定義の共通点と相違点、歴史的変遷.

第 2回学習障害における定義の共通点と相違点、歴史的変遷.

第 3回教育界における学習障害の分類、出現頻度.

第 4回実際の発達性読み書き障害児:DVD鑑賞.

第 5回各言語における発達性読み書き障害の出現頻度とその背景.

第 6回日本語におけるひらがな、カタカナの習得の背景となる認知能力.

第 7回日本語における漢字音読と漢字書字の習得の背景となる認知能力.

第 8回日本語話者における英語習得の困難さ:日本語との比較.

第 9回観察しただけでわかる発達性読み書き障害の特徴は?

第 10回診断・評価から介入へ、自立へむけて.

学生に対する評価 筆記試験 (50%)と授業態度 (50%)にて評価する

テキスト 特になし

参考書・参考資料等 1. 宇野彰:症候・疾患と検査・診断,学習障害-発達性 dyslexiaを中心に.日本小児神

経学会教員会編:小児神経学の進歩 第 41集.診断と治療社,pp 2-8, 2012.

2. 宇野彰:発達性 dyslexiaとは-出現頻度、大脳基盤を中心に-. 笹沼澄子編集:発達期

言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論. 医学書院,pp83-92.2007.

3. 宇野彰編著:ことばとこころの発達と障害.永井書店, 2007.

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育学講究 I

科目番号 01EL601

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春季休業中 集中

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会に参加した上で、学会での研究発表における特別支援教育に関するレ

ポートを提出する。あるいは指導教員に指導を受けたうえで、障害科学学会において

研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

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、特別支援教育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、特別支援教

育学に関する研究の進め方を学習する。

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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育学講究 II

科目番号 01EL602

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 春 ABC 随時

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会以外の学会において、指導教員に指導を受けたうえで、筆頭発表者とし

て特別支援教育に関する研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

特別支援教育学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、特別支援教育

学に関する最先端の知見を習得するとともに、学外の特別支援教育学の専門家との情

報交換を行う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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育学講究 III

科目番号 01EL603

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会以外の学会において、指導教員に指導を受けたうえで、筆頭発表者とし

て特別支援教育に関する研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

特別支援教育学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、特別支援教育

学に関する最先端の知見を習得するとともに、学外の特別支援教育学の専門家との情

報交換を行う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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 障害臨床支援学講究 I

科目番号 01EL604

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春季休業中 集中

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会に参加した上で、学会での研究発表における障害臨床支援学に関するレ

ポートを提出する。あるいは指導教員に指導を受けたうえで、障害科学学会において

研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

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、障害臨床支援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、障害臨床支

援に関する研究の進め方を学習する。

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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 障害臨床支援学講究 II

科目番号 01EL605

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 春 ABC 随時

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会以外の学会において、指導教員に指導を受けたうえで、筆頭発表者とし

て障害臨床支援学に関する研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

障害臨床支援学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、障害臨床支援

学に関する最先端の知見を習得するとともに、学外の障害臨床支援学の専門家との情

報交換を行う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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 障害臨床支援学講究 III

科目番号 01EL606

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会以外の学会において、指導教員に指導を受けたうえで、筆頭発表者とし

て障害臨床支援学に関する研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

障害臨床支援学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、障害臨床支援

学に関する最先端の知見を習得するとともに、学外の障害臨床支援学の専門家との情

報交換を行う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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉支援学講究 I

科目番号 01EL607

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春季休業中 集中

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会に参加した上で、学会での研究発表における障害福祉支援学に関するレ

ポートを提出する。あるいは指導教員に指導を受けたうえで、障害科学学会において

研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

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、障害福祉支援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、障害福祉支

援学に関する研究の進め方を学習する。

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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉支援学講究 II

科目番号 01EL608

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 春 ABC 随時

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会以外の学会において、指導教員に指導を受けたうえで、筆頭発表者とし

て障害福祉支援学に関する研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

障害福祉支援学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、障害福祉支援

学に関する最先端の知見を習得するとともに、学外の障害福祉支援学の専門家との情

報交換を行う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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉支援学講究 III

科目番号 01EL609

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 秋 ABC 随時

担当教員 障害科学専攻全教員

授業概要 障害科学学会以外の学会において、指導教員に指導を受けたうえで、筆頭発表者とし

て障害福祉支援学に関する研究発表を行う。

備考

授業形態 講義

担当形態

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

障害福祉支援学に関連する学会等の学術集会への参加・発表を通じて、障害福祉支援

学に関する最先端の知見を習得するとともに、学外の障害福祉支援学の専門家との情

報交換を行う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

学生に対する評価 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)」

テキスト 特になし。

参考書・参考資料等 1. 前川久男・園山繁樹編 (2009)「障害科学の研究法」明石書店

オフィスアワー


