
授業科目名 障害科学研究実践法

科目番号 02JF001

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 応談

担当教員 安藤 隆男, 柿澤 敏文, 佐島 毅, 小林 秀之, 四日市 章, 廣田 栄子, 鄭 仁豪, 原島 恒夫,

加藤 靖佳,左藤 敦子,藤原 義博,園山 繁樹,熊谷 恵子,大六 一志,野呂 文行,岡崎 慎

治, 菅野 和恵, 米田 宏樹, 竹田 一則, 川間 健之介, 長崎 勤, 結城 俊哉, 名川 勝, 山中

克夫,岡 典子

授業概要 障害科学の教育・心理・医学・福祉のそれぞれの側面について,国内外の研究および

研究方法論に焦点をおき, 広く障害科学を修める. 併せて各自の研究の方法について

考究する.

備考 必修

主専攻必修科目

授業形態 実習・実験・実技

科目の種類 専攻共通科目

授業の到達目標及び

テーマ

障害科学に関連する研究方法や検査法について、実習を通じて、授業準備やその実施

に必要な知識や教授技術を習得する。

授業計画 以下の研究方法や検査法について、授業準備やその実施補助に関する実習を行う。

・文献研究

・視覚機能検査

・聴覚機能検査

・知能・発達検査

・生理心理実験

・調査研究

・事例研究

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育実践研究 I

科目番号 02JF011

単位数 3.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 応談

担当教員 安藤 隆男

授業概要 特別支援学校において実践されている特別支援教育を筑波大学附属校で実地に学び,

個別の研究テーマについて研究活動を行うとともに附属校教員と研究協議等を行う.

備考 02JF012, 02JF013と同一。

授業形態 実習・実験・実技

科目の種類 専攻共通科目

授業の到達目標及び

テーマ

附属特別支援学校において、指導教員ならびに附属学校教員の指導の下で実践研究を

実施することで、学校教育現場で実践研究を実施するために必要な知識や技術を習得

する。

授業計画 附属特別支援学校において、指導教員と附属学校教員の指導の下で、特別支援教育に

関わる実践研究を計画・実施する。その際、「特別支援学校における教育課程等につ

いて」、「教育現場で実践研究を実施する上での研究倫理」、「実践研究に関する方法

論」等についても学習する。

実習中は、実習報告書を指導教員と附属学校教員に提出することが義務づけられる。

また定期的に指導教員・附属学校教員に対して研究データに基づく口頭発表を行い、

その内容をもとに討議を行う。

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 随時紹介する

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育実践研究 II

科目番号 02JF012

単位数 3.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 応談

担当教員 安藤 隆男

授業概要 特別支援学校において実践されている特別支援教育を筑波大学附属校で実地に学び,

個別の研究テーマについて研究活動を行うとともに附属校教員と研究協議等を行う.

備考 02JF011, 02JF013と同一。

授業形態 実習・実験・実技

科目の種類 専攻共通科目

授業の到達目標及び

テーマ

附属特別支援学校において、指導教員ならびに附属学校教員の指導の下で実践研究を

実施することで、学校教育現場で実践研究を実施するために必要な知識や技術を習得

する。

授業計画 附属特別支援学校において、指導教員と附属学校教員の指導の下で、特別支援教育に

関わる実践研究を計画・実施する。その際、「特別支援学校における教育課程等につ

いて」、「教育現場で実践研究を実施する上での研究倫理」、「実践研究に関する方法

論」等についても学習する。

実習中は、実習報告書を指導教員と附属学校教員に提出することが義務づけられる。

また定期的に指導教員・附属学校教員に対して研究データに基づく口頭発表を行い、

その内容をもとに討議を行う。

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 随時紹介する

オフィスアワー



授業科目名 特別支援教育実践研究 III

科目番号 02JF013

単位数 3.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 応談

担当教員 安藤 隆男

授業概要 特別支援学校において実践されている特別支援教育を筑波大学附属校で実地に学び,

個別の研究テーマについて研究活動を行うとともに附属校教員と研究協議等を行う.

備考 02JF011, 02JF012と同一。

授業形態 実習・実験・実技

科目の種類 専攻共通科目

授業の到達目標及び

テーマ

附属特別支援学校において、指導教員ならびに附属学校教員の指導の下で実践研究を

実施することで、学校教育現場で実践研究を実施するために必要な知識や技術を習得

する。

授業計画 附属特別支援学校において、指導教員と附属学校教員の指導の下で、特別支援教育に

関わる実践研究を計画・実施する。その際、「特別支援学校における教育課程等につ

いて」、「教育現場で実践研究を実施する上での研究倫理」、「実践研究に関する方法

論」等についても学習する。

実習中は、実習報告書を指導教員と附属学校教員に提出することが義務づけられる。

また定期的に指導教員・附属学校教員に対して研究データに基づく口頭発表を行い、

その内容をもとに討議を行う。

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 随時紹介する

オフィスアワー



授業科目名 障害科学セミナー I

科目番号 02JF101

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 安藤 隆男

授業概要 障害科学に関する,先進的ないしは現代的な理論・実践を学ぶ

備考

授業形態 演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

障害科学に関係する研究テーマについて、研究を実施し、得られたデータをまとめ、

障害科学学会で発表したり、討論することができる。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の講読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・研究テーマに関連する先行研究の概観

・研究の方法に関する的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表のための検討

・障害科学学会での討論等のレポート作成

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害学講究 I

科目番号 02JF201

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 佐島 毅,柿澤 敏文,小林 秀之

授業概要 視覚障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発表に向けた指

導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの視覚障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・視覚障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・視覚障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害学講究 II

科目番号 02JF202

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 佐島 毅,柿澤 敏文,小林 秀之

授業概要 視覚障害学を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文への投稿に向け

た指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの視覚障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・視覚障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・視覚障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において,適宜紹介する。

オフィスアワー



授業科目名 視覚障害学講究 III

科目番号 02JF203

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 佐島 毅,柿澤 敏文,小林 秀之

授業概要 視覚障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に向けた指導を

行う.

備考 必修

平成 22年度までの視覚障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・視覚障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・視覚障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害学講究 I

科目番号 02JF211

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 四日市 章,廣田 栄子,加藤 靖佳,原島 恒夫,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 聴覚障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発表に向けた指

導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの聴覚障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・聴覚障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・聴覚障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害学講究 II

科目番号 02JF212

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 四日市 章,廣田 栄子,加藤 靖佳,原島 恒夫,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 聴覚障害学を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文への投稿に向け

た指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの聴覚障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・聴覚障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・聴覚障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討授業において、随時紹介をする。

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 聴覚障害学講究 III

科目番号 02JF213

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 四日市 章,廣田 栄子,加藤 靖佳,原島 恒夫,鄭 仁豪,左藤 敦子

授業概要 聴覚障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に向けた指導を

行う.

備考 必修

平成 22年度までの聴覚障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・聴覚障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・聴覚障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 知的・発達・行動障害学講究 I

科目番号 02JF221

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 藤原 義博,園山 繁樹,熊谷 恵子,大六 一志,野呂 文行,岡崎 慎治,米田 宏樹,菅野 和

恵

授業概要 知的・発達・行動障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発

表に向けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの知的・発達・行動障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・知的・発達・行動障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計

画の立案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・知的・発達・行動障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 知的・発達・行動障害学講究 II

科目番号 02JF222

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 藤原 義博,園山 繁樹,熊谷 恵子,大六 一志,野呂 文行,岡崎 慎治,米田 宏樹,菅野 和

恵

授業概要 知的・発達・行動障害学を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文へ

の投稿に向けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの知的・発達・行動障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・知的・発達・行動障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計

画の立案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・知的・発達・行動障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 知的・発達・行動障害学講究 III

科目番号 02JF223

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 藤原 義博,園山 繁樹,熊谷 恵子,大六 一志,野呂 文行,岡崎 慎治,米田 宏樹,菅野 和

恵

授業概要 知的・発達・行動障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に

向けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの知的・発達・行動障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・知的・発達・行動障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計

画の立案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・知的・発達・行動障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 運動・健康障害学講究 I

科目番号 02JF231

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3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 運動・健康障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発表に向

けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの運動・健康・高齢障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・運動・健康・高齢障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計

画の立案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・運動・健康・高齢障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 運動・健康障害学講究 II

科目番号 02JF232

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3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 運動・健康障害学を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文への投稿

に向けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの運動・健康・高齢障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・運動・健康・高齢障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計

画の立案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・運動・健康・高齢障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 運動・健康障害学講究 III

科目番号 02JF233

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3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 運動・健康障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に向けた

指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの運動・健康・高齢障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・運動・健康・高齢障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計

画の立案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・運動・健康・高齢障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 音声・言語障害学講究 I

科目番号 02JF241

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 長崎 勤

授業概要 音声・言語障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発表に向

けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの音声・言語障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・音声・言語障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立

案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・音声・言語障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 音声・言語障害学講究 II

科目番号 02JF242

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 長崎 勤

授業概要 音声・言語障害学を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文への投稿

に向けた指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの音声・言語障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・音声・言語障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立

案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・音声・言語障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 音声・言語障害学講究 III

科目番号 02JF243

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 長崎 勤

授業概要 音声・言語障害学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に向けた

指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの音声・言語障害学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・音声・言語障害学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立

案を行うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・音声・言語障害学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉学講究 I

科目番号 02JF251

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 結城 俊哉,名川 勝,山中 克夫

授業概要 障害福祉学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発表に向けた指

導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの障害福祉学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・障害福祉学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・障害福祉学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉学講究 II

科目番号 02JF252

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 結城 俊哉,名川 勝,山中 克夫

授業概要 障害福祉学を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文への投稿に向け

た指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの障害福祉学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・障害福祉学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・障害福祉学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 障害福祉学講究 III

科目番号 02JF253

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 結城 俊哉,名川 勝,山中 克夫

授業概要 障害福祉学を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に向けた指導を

行う.

備考 必修

平成 22年度までの障害福祉学講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・障害福祉学の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・障害福祉学に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 障害原理論講究 I

科目番号 02JF261

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 岡 典子

授業概要 障害原理論を専門分野とする大学院生に対して,博士論文のデザイン発表に向けた指

導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの障害原理論講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・障害原理論の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・障害原理論に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 障害原理論講究 II

科目番号 02JF262

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 岡 典子

授業概要 障害原理論を専門分野とする大学院生に対して,学会発表や学術論文への投稿に向け

た指導を行う.

備考 必修

平成 22年度までの障害原理論講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・障害原理論の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・障害原理論に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー



授業科目名 障害原理論講究 III

科目番号 02JF263

単位数 1.0単位

標準履修年次 1 - 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 岡 典子

授業概要 障害原理論を専門分野とする大学院生に対して,博士論文の中間発表に向けた指導を

行う.

備考 必修

平成 22年度までの障害原理論講究に相当

授業形態 講義及び演習

科目の種類 専門科目

授業の到達目標及び

テーマ

・障害原理論の領域において、内外の関連論文の検討を通じて、研究計画の立案を行

うことができる。

・受講者自身の研究の進捗状況の発表ならびにその討議を通じて、研究の遂行から学

術論文をまとめる力量を高める。

授業計画 以下の内容について、関連論文等の購読・討論ならびに受講者の研究の進捗状況の発

表と討議を行う。

・障害原理論に関連する先行研究の概観

・研究の方法論に関する基礎的知識や技術

・研究倫理に関する知識

・学会発表や学術論文の投稿のための検討

・障害科学専攻論文発表会に向けての検討

学生に対する評価

テキスト

参考書・参考資料等 授業において、随時紹介をする。

オフィスアワー


