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■VD111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD1**／研究指導１ 

(Seminar for master's thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文作成に向けて,研究テーマ,研究方法の明確化を図る。 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて,研究テーマ,研究方法の明確化を図る。  

 

授業の内容（Course Contents） 

入学当初から半年間は，前期課程主任が担当する「研究基礎」において，研究の基礎的な手法や研究テーマ選定の仕方等を学

び，院生個別の研究課題について助言を行う。 それを経た後に，1 年次秋学期に指導教員を定めて行う研究指導１が開始され

る。以後，2 年次修了までの期間を半期ごとに研究指導 2，研究指導 3 と分けて，段階的に進める。研究テーマに関する基礎文

献および先行研究のレビューを前提に，自らの修士論文執筆の基本的枠組みの構想の方法や論文の論理的構成の方法などを

身につけながら,研究テーマの設定から研究の完成に至るプロセスを進行させる。研究指導 1 は，1 年次秋学期の科目であり，研

究テーマの設定ならびに研究方法の選定を主たる内容として指導が行われる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・研究倫理上の手続きについて 

2. 問題意識の確認(1)  

3. 問題意識の確認(2)  

4. 問題意識の確認(3)  

5. 研究方法の検討(1)  

6. 研究方法の検討(2)  

7. 研究方法の検討(3)  

8. 論文執筆のデータ収集法(1)  

9. 論文執筆のデータ収集法(2)  

10. 論文執筆のデータ収集法(3)  

11. 問題意識の絞り込み(1)  

12. 問題意識の絞り込み(2)  

13. 研究テーマの絞り込み  

14. 研究テーマの確定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メール、blackboardなどを利用して指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究指導への出席および授業参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究基礎 

(Basic seminar for master's thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
２０１６年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマの確定、指導教員選択に向けての導入期科目。レジュメ作成方法、資料検索方法、論文作成方法、テーマ選定、研

究アプローチ等、研究する上での基礎的研究手法を学ぶ。   

 

授業の内容（Course Contents） 

本研究科では、1 年次春学期には正式に指導教員を定めていない。この間に、基礎的研究手法を主として前期課程主任から学

ぶ。併せて、各研究領域の教員によるオムニバス講義を受講することで、各領域の教員の問題関心や研究アプローチを学ぶ。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文作成の基礎①（レポートの書き方） 

3. 論文作成の基礎②（クリティカル・リーディングについて） 

4. 福祉政策研究の視角と手法 

5. 社会福祉の固有性とメゾ環境、マクロ環境 

6. ソーシャルワーク実践に関わる研究について 

7. 現場実践の臨床を語る方法と視点〜学びを実践に活かすために〜 

8. 対象への共感的理解と事象の客観的分析 

9. 生理学系実験の基礎 

10. コミュニティ福祉学においてアート、スポーツ、伝統文化の果たす役割 

11. 医学系研究の基礎 

12. NPO等、組織に関するヒアリング調査の方法について 

13. 論文投稿を目指したバイオメカニクス研究 

14. 総括・研究構想の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて課題を課すことがある。その際は授業時または blackboardを通じて適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点と提出課題の内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD301／コミュニティ政策研究１ 

(Studies in community development and social policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スウェーデン、アメリカ、日本の国際比較 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スウェーデンとアメリカの国際比較をしながら、日本の経済・社会・政治の実態とあり方について議論をする 

 

授業の内容（Course Contents） 

スヴェン・スタインモ著『政治経済学の生態学―スウェーデン・日本・米国の進化と適応』岩波書店、2017 年をテキストにして、福

祉国家としては、非常に対照的なスウェーデンとアメリカと対比しつつ、日本の政治社会、社会福祉制度のあり方について検討を

行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スウェーデン、アメリカ、日本との国際比較の意義 

2. 進化の適応の物語―国家の多様性(1) 

3. 進化の適応の物語―国家の多様性(2) 

4. スウェーデン―マルハナバチの進化(1) 

5. スウェーデン―マルハナバチの進化(2) 

6. 日本―新旧遺伝子の交配種(1) 

7. 日本―新旧遺伝子の交配種(2) 

8. アメリカ―特異な進化を遂げた「強い国家、弱い国家」(1) 

9. アメリカ―特異な進化を遂げた「強い国家、弱い国家」(2) 

10. 「それでも地球は動く」(1) 

11. 「それでも地球は動く」(2) 

12. 福祉国家の国際比較 

13. 日本の社会保障制度の位置づけ 

14. 講義の総括と今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、該当の章を読み、また関係する書籍、論文等を踏まえて考察をまとめ、レジュメを作成し、講義時に発表できるように

する。復習として、関連する書籍や論文、新聞記事等により、事実確認を行い、また、自らの意見を深める。なお、必要に応じて、

講義時や Blackboardで文献等を示す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/講義時の発表・レポート(40%)/講義時の発言及び出席状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スヴェン・スタインモ、2017、『政治経済の生態学』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則、演習方式で講義を行う。 

必要に応じて、Blackboardや大学メールを使って講義の準備等について連絡をするので、適宜利用するようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD302／コミュニティ政策研究２ 

(Studies in community development and social policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
・社会開発の推進と市民社会の役割 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先進諸国や国際機関による援助や大規模開発を見直すなかで台頭してきた「社会開発の意義」について，文献講読やディスカッ

ションを通して論点を整理する。市民社会の構成要素,そして,社会開発を推進するうえでの「市民社会の役割」について理解を深

める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

途上国の開発は，OECD 加盟の先進諸国や国際開発機関による近代的技術の導入と巨額の資金によって諸産業の近代化を図

り，経済成長の達成をめざして進められてきた。そうした援助や大規模開発は，現地で生活する貧困層にどのような影響を及ぼし

ているのであろうか。その影響を分析するなかで認識されるようになった「社会開発の意義」そして「市民社会の役割」について，

文献講読を通して論点を整理する。各自の準備に基づき，演習では活発な議論を展開したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方についての確認 

第 1 回目については，必ず参加するようにしてください 

2. 研究テーマおよび問題意識の確認 

3. 各学生が収集した文献・資料の確認（学生による報告） 

4. 研究方法 

5. 各学生による報告とディスカッション 

6. 各学生による報告とディスカッション 

7. 基礎文献の輪読および学生による報告 

8. 基礎文献の輪読および学生による報告 

9. 途上国における社会開発の課題 

英語の文献・DVD（解説します）を通して理解を深める 

10. 途上国における社会開発の課題（テキスト参照） 

：近代化論と内発的発展論 

11. 市民社会を構成する現地 NGOの役割（テキスト参照） 

：コミュニティを基盤として活動する現地 NGO 

12. 市民社会を構成する現地 NGOの役割（テキスト参照） 

：コミュニティを基盤として活動する現地 NGO 

13. 途上国における市民社会の役割（テキスト参照） 

14. レポート講評，演習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

問題意識に基づいて課題を設定するためには，研究活動の始めとして，社会問題に関する文献や資料をなるべく多く収集し，先

行研究を分析する必要がある。 

本演習では，各学生の問題意識に基づいた先行研究の分析，参加学生による報告，活発な議論をとりいれる。そのため，事前

の準備を要する。また，基礎文献の輪読（必要に応じて，外国語文献・論文を紹介する）を通して活発な議論を展開したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/事前準備をしたうえでの演習への参加，議論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木弥生、2016、『バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発』、日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木弥生、2007、『「バングラデシュのコミラモデルーー先進国がもちこむ農村開発の虚実」 西川潤編著『社会科学を再構築

する：地域平和と内発的発展』 第５章所収』、明石書店 

西川潤『グローバル化を超えて』(日本経済新聞出版社 2011 年) 西川潤編著『社会科学を再構築する』（明石書店 2007 年） 



 - 5 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講前に質問がありましたら遠慮なく連絡してください。 

参考文献は、演習内で適宜お伝えします。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD303／コミュニティ政策研究３ 

(Studies in community development and social policy 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉政策における多様化と「生活困窮者」の自立支援 

担当者名 

（Instructor） 
六波羅 詩朗(ROKUHARA SHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉政策の歴史的発展過程を通して貧困理論を学ぶとともに，社会福祉政策の特質や現状・課題を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年度は，貧困問題と社会的排除との関係を重視して，「生活困窮者と自立支援」をキーワードとして社会福祉政策との関係性

を検討していく。さらに，社会福祉における低所得者・貧困問題を，福祉政策の現状や課題をについての議論を通して，現代的な

「社会福祉と貧困」の論点を講義していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉政策の視点 

2. 社会保険と社会扶助の相違 

3. 諸外国における社会福祉政策の特徴（１） 

4. 諸外国における社会福祉政策の特徴（２） 

5. 我が国における社会福祉政策の歴史的視点 

6. 社会福祉政策の戦後の特徴（１） 

7. 社会福祉政策の戦後の特徴（２） 

8. 社会福祉政策と労働・雇用問題 

9. 社会福祉政策と貧困（１） 

10. 社会福祉政策と貧困（２） 

11. ソーシャルインクルージョンと社会福祉政策 

12. 生活困窮者に対する自立支援と社会福祉政策 

13. 社会福祉政策における困窮者支援 

14. 社会福祉政策の新たな展望（困窮者支援の政策的方向性) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

近年の低所得者・生活困窮者の動向を把握し，生活保護法，ホームレスの自立支援法，生活困窮者自立支援法，子供の貧困対

策法などの法律の内容を学ぶとともに，関係する厚生労働省のホームページなどをチェックしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義時の発表レポート(40%)/講義時の発言及び出席状況(20%) 

授業時のレジュメに基づく報告，課題レポート及び出席点による総合評価による。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。文献等は，講義時に配布するとともに，関連する文献はその都度紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については，授業時にリストを配布し，解説を行う。また，授業に必要な文献はコピーにより最新のものを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD304／コミュニティ政策研究４ 

(Studies in community development and social policy 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的バルネラブルクラス論 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非正規滞在者、結婚移住女性、難民等の外国人移住生活者、LGBT と称される性的少数者等の社会的認知を得にくい社会的バ

ルネラブルクラスへの人権認識に根ざした支援の活動を考究し，福祉研究の基礎を身につける。  

 

授業の内容（Course Contents） 

社会的バルネラブルクラス（＝古川孝順（2009）『社会福祉の拡大と限定』中央法規）に関わり、外国人移住生活者、性的少数者

などに関わる文献を講読する。文献については原則として参加者全員による文献の講読を前提とした討議を行う。文献資料につ

いては授業内で指示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会的バルネラブルクラスについて 

3. 移住生活者研究の到達点 

4. 移民をめぐる民間団体の役割と社会的包摂 

5. 韓国の民間団体における移住生活者支援の基盤にあるもの 

6. 韓国におけるトランスナショナルな移住の実態と家族支援 

7. 移住女性の自立を支える多文化共生社会形成への課題と展望 

8. 韓国における移住女性の生活実態と主体性を支える取り組み 

9. 結婚移住女性を支援する民間女性団体の支援の論理 

10. 移住女性を支援するフェミニストアプローチの可能性 

11. 韓国における性的少数者の当事者組織形成過程に関する研究 

12. 韓国における性的少数者をめぐる争点 

13. 韓国のセクシュアル・マイノリティ運動における「あいまいな当事者性」戦略 

14. 韓国の社会的バルネラブルクラスとコミュニティ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では，共通の基盤を持ちながら討議を進めたいので文献の精読と継続的参加を心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終時のレポート(30%)/授業中の討議への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 古川孝順、2009、『社会福祉の拡大と限定』、中央法規 (ISBN:978-4-8058-3207-3) 

2. 伊藤守他、2017、『コミュニティ事典』、春風社 (ISBN:978-4-89110-538-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に示した内容は、授業の進行具合などにより変更することがある。講読文献については第１回目の授業時に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD305／コミュニティ政策研究５ 

(Studies in community development and social policy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パートナーシップを支える仕組み 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、日本の地方行政の仕組みや自治体を取り巻く今日的な課題を概観することにより、地方自治概念や自治体とコミ

ュニティ・非営利組織との関係のあり方について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の先進工業諸国における地方分権改革や公共サービスの民間開放・民営化は、直接的には財政難に直面した政府の負担

軽減に端を発していたものの、次第に、多様な主体によって地域・社会を支える仕組みづくりの模索へと進展しつつある。いわゆ

るガバナンスといわれる概念であり、今や世界的な潮流になっている。日本においても、こうした流れによって自治体を取り巻く環

境は大きく変化し、大規模な市町村合併もあいまって、自治の基層単位としてのコミュニティやサービス供給主体としての非営利

セクターに関心が集まっている。 

 この授業では、以上のような変化を踏まえ、地方自治や非営利組織に関する基礎的な概念の習得を図ることを目指す。 

 まず、この授業の前半において基本書・論文（必要に応じて英語文献を含む。）を輪読し、後半では受講生各自の問題関心につ

いて持ち回りで発表してもらい、それについて全員で議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の進め方、各自の問題関心などの確認 

2. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読① 

3. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読② 

4. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読③ 

5. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読④ 

6. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑤ 

7. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑥ 

8. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑦ 

9. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑧ 

10. 各自の問題関心に基づく報告① 

11. 各自の問題関心に基づく報告② 

12. 各自の問題関心に基づく報告③ 

13. 各自の問題関心に基づく報告④ 

14. この授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

地方自治・行政学に関する基礎的な理解を図るため、基本書を読んだり、新聞・雑誌等で社会問題に関する情報収集に努めるこ

と。具体的な内容については、本人の意向を踏まえ指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点、担当回の報告、議論等への参加状況等を総合的に勘案(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田晃樹・藤井敦史・松井真理子、2010、『NPO再構築への道－パートナーシップを支える仕組み－』、勁草書房 (ISBN:978-

4-326-60228-5) 

その他の文献については適宜コピーして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井敦史・原田晃樹・大高研道、2010、『闘う社会的企業－コミュニティ・エンパワーメントの担い手－』、勁草書房 (ISBN:978-

4-326-60251-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD306／コミュニティ政策研究６ 

(Studies in community development and social policy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ・エンパワーメントとは何か 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的排除問題が深刻化する中で，コミュニティをどのように再生し，エンパワーメントしていくことが可能なのか，英国のコミュニ

ティ開発論，日英の社会的企業の事例から学んでいく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，社会的排除を解決する社会的包摂の主体として，社会的企業が注目を集めている。しかし，社会的企業は，単に「ビジネ

スで社会問題を解決する」組織ではなく，基盤には，市民社会を基盤とした連帯的な経済が存在している。そうした社会的企業に

ついて，英国や日本の事例を中心に検討しながら，彼等のコミュニティ・エンパワーメントの手法や今日抱えている課題について

考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティとは何か 

2. NPOによるコミュニティ形成の特徴 

3. 阪神淡路大震災の際の NPOによるコミュニティ形成の事例から 

4. 参加者によるオリジナル報告① 

5. M. Taylorによるコミュニティ開発論①コミュニティ開発とは何か 

6. M. Taylorによるコミュニティ開発論②社会的排除―コミュニティ開発の前提― 

7. M. Taylorによるコミュニティ開発論③コミュニティ開発とソーシャル・キャピタル 

8. 参加者によるオリジナル報告② 

9. M. Taylorによるコミュニティ開発論④社会的企業によるコミュニティ開発 

10. M. Taylorによるコミュニティ開発論⑤コミュニティ開発と政策 

11. M. Taylorによるコミュニティ開発論⑥コミュニティ・エンパワーメント 

12. 参加者によるオリジナル報告③ 

13. 英国におけるコミュニティ開発の実際①英国における多様なコミュニティ組織 

14. 英国におけるコミュニティ開発の実際②Citizens UK によるコミュニティ・オーガナイジング 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

社会的企業による地域再生や社会的包摂の可能性や課題について検討するために，まずは拙著や M．テイラーによるコミュニテ

ィ開発論等の文献を輪読していく。参加者のオリジナル報告も適宜入れながら進めていきたい。学外で社会的企業研究会という

研究会も主催しているので，そちらも是非参加して頂けると良いと思う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での報告(70%)/授業への出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gilchrist, A. and Taylor, M.. 2011. The Short Guide to Community Development. Policy Press 

2. 藤井敦史・原田晃樹・大高研道編、2013、『闘う社会的企業』、勁草書房 

3. Taylor, M.. 2011. Public Policy in the Community (2nd edition). Palgrave Macmillan 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田晃樹・藤井敦史・松井真理子、2010、『NPO再構築への道』、勁草書房 

2. 坂田周一監修・浅井春夫・三本松政之・濁川編、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 

Taylor, M. Public Policy in the Community (2nd edition)は邦訳本があるので、そちらを参考にすることができます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会的企業研究会の HP 
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https://sse.jp.net/ 

アジア太平洋資料センター（PARC）の HP 

http://www.parc-jp.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■VD307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD307／コミュニティ政策研究７ 

(Studies in community development and social policy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共政策の理論と実践を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共政策に関する学術的な議論，モデルや理論を理解し，調査研究活動や実践面に応用できるようにすることを目標とする。事

例研究等の他，希望者には，公共政策の実態を知るために，行政機関でのインターンシップ先を紹介するなどして実践面や実務

面の理解を深めることも目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公共政策に関するモデルや理論を理解したうえで，各自が研究対象とする行政機関等と政策を設定し，この検証を行っていく。ま

た，検証結果は個別に発表し，受講者全員でこれについて討論していく。これとは別に，大学院修了者を対象とした国家・地方公

務員試験を受験予定の学生には，必要なアドバイスも実施していく。なお，講義部分については，パワーポイントを使用して進め

ていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公共政策の概念 

2. 公共空間の変化とガバナンス 

3. 政策のサイクル（PDS モデルと PDCAモデル） 

4. 公共政策の計画過程 

5. 公共政策の実施過程 

6. 公共政策の評価過程 

7. 研究対象行政機関・政策の決定 

8. 政策対象行政機関・政策の調査 

9. 調査研究結果の発表Ⅰ 

10. 調査研究結果の発表Ⅱ 

11. 調査研究結果の発表Ⅲ 

12. 調査研究結果についての討論Ⅰ 

13. 調査研究結果についての討論Ⅱ 

14. 調査研究結果についての討論Ⅲ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表に際してはパワーポイントを使用してもらうので対応できるようにしておくこと。また，毎回，講義の冒頭には，その時々の政

策課題について取り上げ，受講者全員で考えていくので，マス・メディアなどを通じて国や地方自治体の政策動向について注目し

てほしい。その他の事項については，必要に応じて講義の際に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査研究の発表内容(50%)/出席状況および授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 外山公美編、2016、『行政学』（第２版）、弘文堂 (ISBN:ISBN978-4-335-00222-9) 

上記テキストついては必ず「第 2 版」を準備すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 外山公美他著、2014、『日本の公共経営』、北樹出版 

上記以外の参考書については必要に応じて講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD308／コミュニティ政策研究８ 

(Studies in community development and social policy 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カール・ポランニーにおける「経済と社会」 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「経済と社会」に関するカール・ポランニーの認識を検討し、それを通して現代社会におけるサードセクターの可能性について考え

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年のサードセクターに関する研究においてポランニーの議論がどのように用いられているのかをみたのち、受講生と相談のう

えで、ポランニーの「アリストテレスによる経済の発見」、「制度化されたプロセスとしての経済」、『大転換』あるいはポランニーの

解説書（若森みどり）を輪読していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サードセクター研究とポランニー 

2. ポランニーの議論の概要（経済統合原理を中心に） 

3. 輪読（１） 

4. 輪読（２） 

5. 輪読（３） 

6. 中間まとめ 

7. 輪読（４） 

8. 輪読（５） 

9. 輪読（６） 

10. 輪読（７） 

11. 輪読（８） 

12. 輪読（９） 

13. 輪読（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/参加(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. カール・ポランニー、2003、『経済の文明史』、ちくま (ISBN:978-4480087591) 

2. カール・ポランニー、2009、『（新訳）大転換』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492371077) 

3. 若森みどり、2012、『カール・ポランニー』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-2285-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD321／ソーシャルワーク研究１ 

(Studies in social work 1) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療・福祉・介護現場での『連携』について理解を深めることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義による問題提起に続いて，受講生から実践報告または関連情報報告をしていただきます。これらに基づいて討議・考察しま

す。実践現場のない人には情報収集のポイントを提示します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会福祉領域の連携 

3. 保健医療領域の連携 

4. 社会保障制度の変遷 

5. 連携が導入された背景 

6. 連携に関わる専門職 

7. 連携の種類 

8. IPE と IPW 

9. チームとは 

10. ケアマネジメント 

11. 連携の岐路 

12. 連携の実践例 

13. ソーシャルワーカーにとっての連携 

14. 連携の要点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

身近にある連携の実例について整理しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD322／ソーシャルワーク研究２ 

(Studies in social work 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①地域福祉に関わる様々な課題について関心をもつことができる。 

②地域福祉を巡る様々な事象の背景、要因、意味を多元的にとらえることができる。 

③地域福祉の課題に対するアプローチ方法を構想することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域福祉の現状と課題に関わるテーマを設定し、受講生からのレポートと問題提起を受け、ディスカッションを行い、テーマに関

する理解を深める。地域福祉とは何か、先駆的な実践の展開の状況及び国内各地の実践の動向、政策の動向、研究の動向を

把握しながら、今後の地域福祉のあり方について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域福祉とは何か 

2. コミュニティワーク、コミュニティソーシャルワーク 

3. 超高齢社会の課題 

4. 少子社会の課題 

5. 多文化社会の課題 

6. 福祉コミュニティ 

7. 地域包括ケア 

8. 地域福祉計画、地域福祉活動計画 

9. 住民参加、当事者参加 

10. 地域福祉と地方自治体の役割 

11. 社会福祉協議会の現状と課題 

12. 社会福祉施設の地域福祉に関わる現状と課題 

13. ボランティア・市民活動組織の現状と課題 

14. 災害と地域福祉 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業のテーマに関わるキーワードをあらかじめ調べてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(30%)/議論への参加度(30%)/リアクションペーパー(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 古川孝順、2005、『社会福祉原論 [第 2 版]』、誠信書房 (ISBN:978-4414601350) 

2. 橋本宏子・飯村史恵・井上匡子編、2015、『社会福祉協議会の実態と展望 法学・社会福祉学の観点から』、日本評論社 

(ISBN:978-4-535-52091-2) 

3. 山口稔、2010、『コミュニティ・オーガニゼーション統合化説 －マレー・ロスとの対話－』、関東学院大学出版会 (ISBN:978-4-

901734-35-6) 

授業の進行に合わせて、適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD324／ソーシャルワーク研究４ 

(Studies in social work 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉マネジメントを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉において利用者主体が言われる今日，時代の要請に応じて福祉サービス提供組織には何が求められているのだろう

か。講義を通じて，新たな組織のあり方や組織の中核となる人材育成の課題等を，福祉マネジメントという観点から学び，各々の

研究課題に引き付けて，理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

従来，社会福祉サービス提供組織においては，マネジメント機能が十分意識化されず，未確立の状態にあったと指摘されてい

る。しかし，限られた資源を効果的に配分し，質の高いサービスが求められる今日，福祉マネジメントへの期待は大きい。現行組

織の実情と克服すべき課題を見極めつつ，今後のあるべき方向性について議論を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉におけるマネジメントの意義 

2. 福祉サービス提供体制と組織の実態 

3. マネジメントの実際／組織目標と達成プロセス 

4. マネジメントの実際／チームアプローチと人材育成 

5. マネジメントの実際／「社会福祉法人改革」の歴史的検討 

6. マネジメントの実際／リスクマネジメント 

7. マネジメントの実際／サービスの質を向上するシステムと技法 

8. 事例研究１／プレゼンテーション 

9. 事例研究２／プレゼンテーション 

10. 事例研究３／プレゼンテーション 

11. 事例研究４／プレゼンテーション 

12. 事例研究５／プレゼンテーション 

13. 事例研究６／プレゼンテーション 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに即したプレゼンテーションを用意していただく。 

詳細は授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内プレゼンテーション(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD325／ソーシャルワーク研究５ 

(Studies in social work 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

米国における機会格差の拡大 

・・・子どもの生活実態を通して 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカの子どもの機会格差拡大の実態と原因を学び、その是正へのヒントを探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ロバート・パットナム著『われらの子ども・・・米国における気改革さの拡大』（翻訳版）を輪読し、アメリカ社会における機会格差、

特に子どもに現れる「機会格差」の背景や原因、また実態を知ることに力点をおきたい。さらに、機会格差の是正には何が必要な

のか、院生の立場から提案していただき、日本に援用できる政策に関しても議論を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アメリカンドリームの神話と現実 

2. 米国における家族構造 

3. 家族の二重構造 

4. 育児の長期化 

5. 学校教育・・誰と通うのか 

6. 教育達成における長期化傾向 

7. コミュニティの変容 

8. 社会的ネットワーク 

9. 宗教コミュニティ 

10. 機会不平等と経済成長 

11. 機会不平等と民主主義 

12. 機会不平等と道徳的義務 

13. 機会不平等と格差を減らすために 

14. 議論のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 受講院生には、テキストの各章を順番に担当していただき、その章のレジュメ（どの章も、A4 二枚に収める）を作成し、発表して

いただきます。その後に、全員で議論いたします。受講生全員は、次週までに当該章を読了しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成・発表、議論への参加度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロバート・パットナム、2017、『われらの子ども・・・米国における気改革さの拡大』、創元社 (ISBN:987-4-422-36001-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD326／ソーシャルワーク研究６ 

(Studies in social work 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ソーシャルワーク理論を実践的に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ソーシャルワークの代表的な理論について、実践的に理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソーシャルワークの代表的な理論の中から、受講者が自身の研究内容に資すると考える理論を選択し発表して貰う。その上で、

どのようにその理論を実践あるいは研究に用いることが出来るか討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ソーシャルワーク理論とは 

2. ソーシャルワーク理論発展の歴史１ 

3. ソーシャルワーク理論発展の歴史２ 

4. ソーシャルワーク理論発展の歴史３ 

5. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

6. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

7. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

8. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

9. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

10. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

11. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

12. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

13. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ソーシャルワーク理論について理解を深めるため、他の文献も読みまとめる。単にまとめるだけではなく、自分自身の研究テーマ

にどのように適用出来るかを考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週のレポートと発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講生と話し合って決める 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD327／ソーシャルワーク研究７ 

(Studies in social work 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉のジェンダー・アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

性差別を基底とした女性問題の解決に向け，社会福祉の役割・機能の変遷を解明しつつ，「社会福祉とジェンダー」の視角から今

後の展望を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダーという分析概念を理解すること，および，それによって社会福祉に関わる諸問題，とりわけ女性をめぐる福祉課題を読

み解く力を養うことに重点をおく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジェンダー・フェミニズムと社会福祉 

2. 家族制度とジェンダー① 

3. 家族制度とジェンダー② 

4. ひとり親家族政策とジェンダー① 

5. ひとり親家族政策とジェンダー② 

6. 女性に対する暴力の国際比較① 

7. 女性に対する暴力の国際比較② 

8. 相談の女性学① 

9. 相談の女性学② 

10. 男女共同参画社会の形成とジェンダー平等の推進 

11. 女性福祉と婦人保護事業 

12. 買売春からみた「性と人権」「社会福祉」 

13. 各自の研究をジェンダー視点で検討① 

14. 各自の研究をジェンダー視点で検討② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については，各回の授業で提示する。ジェンダー・フェミニズムの視角から，社会福祉の展望を切り開く議論を深めてい

きたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須藤・土井良・湯澤・景山編、2005、『相談の理論化と実践―相談の女性学から女性支援（エンパワーメント）へ』、新水社 

(ISBN:4883850714) 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD329／ソーシャルワーク研究９ 

(Studies in social work 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
今日の貧困と生活保護制度のあり方を探る 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日、深刻化し広がりつつあるわが国の貧困の現状とその生み出される構造を考察し、それに生活保護制度がどのように対応し

ているのか、またどうあるべきかを検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活保護受給者は 200 万人を突破し、保護費も 3 兆円を越えるまでになっています。こうした中、2013年 12 月には生活保護法

が改正され、生活困窮者自立支援法が成立するなど貧困対策は大きく変わろうとしています。そこで、わが国の貧困の実態を明

らかにし、それにこの間の制度動向がどのように対応しているのかを考察し、あるべき生活困窮者支援の課題を探ります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 貧困概念の歴史的展開 

2. 今日における貧困概念とその検証 

3. 貧困測定の理論と技術 

4. 貧困の制度的把握の実態（生活保護統計・政府統計による貧困把握） 

5. 各種調査統計による貧困把握 

6. 最低生活費の構造と認定方法 

7. 最低生活基準の妥当性の検討 

8. 最低生活基準の他制度への影響（ナショナルミニマムとしての役割と機能） 

9. 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法の概要と意義 

10. わが国における外国人の貧困と生活保護 

11. 貧困と公的扶助の国際比較 

12. 公的扶助ソーシャルワークの検討 

13. 課題研究１（各受講生による研究報告） 

14. 課題研究２（各受講生による研究報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

生活保護法の概要、保護の実施体制については事前に確認しておいてください。また生活保護に関する新聞記事、テレビ番組に

注意してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度(30%)/研究報告(40%)/中間レポート（2 回）(20%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは使用しません。毎回の講義で配布する講義レジュメにより講義を行います。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は講義の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容的には公的扶助と社会福祉行財政ですので、公務員関係に進む方や行政関係の研究に取り組まれる方は受講してくださ

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD330／ソーシャルワーク研究１０ 

(Studies in social work 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ノーマライゼーション理念を基盤とする障害のある人達へのケア（支援方法）を考える 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ノーマライゼーション理念の歴史的展開とケアの担い手に必要な基本原則を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ノーマライゼーションの原理及び人権思想の歴史的展開を多面的に検討しながら，コミュニティの中における障害者への差別・偏

見等のスティグマ問題や災害弱者となりうる人々（障がい者）に対する「援助（ケア）の担い手」に必要とされる「ケア論」について

検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ノーマライゼーションの思想・原理とは何か 1 

2. ノーマライゼーションの思想・原理とは何か 2 

3. ノーマライゼーションの思想・原理とは何か 3 

4. コミュニティとスティグマ問題１ 

5. コミュニティとスティグマ問題 2 

6. 障がい者の自立生活支援とケアの視点 1 

7. 障がい者の自立生活支援とケアの視点２ 

8. 障がい者の自立生活支援とケアの視点３ 

9. 地域で暮らす障がい者と災害福祉支援の課題 1 

10. 地域で暮らす障がい者と災害福祉支援の課題 2 

11. 地域で暮らす障がい者と災害福祉支援の課題 3 

12. ノーマライゼーションの視点と障がい当事者のセルフ・ヘルプ（SHG）活動 

13. 当事者活動支援と福祉文化の創造＝アール・ブリュト(アウトサイダーアート)及びエイブル・アート実践における「障がい者

の創造的自己表現活動」の展開 

14. まとめ＝障害当事者への支援が私たちに問いかけること 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び講義参加態度(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 結城俊哉、２０１６、『ケアのフォークロア＝対人援助の基本原則と展開方法を考える』、高菅出版 (ISBN:978-4-901793-62-9) 

2. 結城俊哉編著、2018、『＜共に生きる＞ための障害者福祉学』』、大月書店 

関連する書籍・文献等は適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高瀬智津子、2005、『社会福祉実践の今日的課題』、高文堂出版社 (ISBN:4-7707-0699-5) 

2. 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 (ISBN:978-4-901793-31-5) 

3. 奥野栄子・結城俊哉編著、2007、『生活支援の障害福祉学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2630-6) 

講義の進度に合わせて文献・書籍は適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

可能な限り，院生自身の修士論文作成の支援となるような取り組みを致しますが，受講生には，そのための準備をお願いするこ

とがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD352／福祉人間学研究２ 

(Studies in humanities and welfare 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的排除 ー 個人とコミュニティの福利と発展を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的排除の定義や実態、また、憲法や国際人権条約における人権の規定を理解した上で、個人とコミュニティの福利と発展の

観点から社会的排除問題の解決策について考える力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

逸脱や紛争に焦点を当て、社会的排除問題の規定や実態、人権に関する憲法や国際人権条約の規定を説明し、社会的排除問

題の解決策について、国内外の取組みを踏まえて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会的排除の定義と実態 

2. 「こどもの貧困」の実態と背景、日本における「相対的貧困率」の高止まり現象 

3. 世界で生じている「難民問題」・「移民問題」の実相、背景、対応 

4. 社会的排除の帰結としての紛争や犯罪の実態 

5. 人権についての法的規定の枠組み ー 日本国憲法と国際人権規約 

6. 社会的排除の定義と貧困理論 

7. 社会保障制度、社会政策、刑事政策による社会的包摂 

8. 異文化背景をもつ者の社会統合に関する政策、課題 

9. 紛争への対応の仕組み１ ー 刑事司法制度と民事司法制度  

10. 紛争への対応の仕組み２ ー 修復的司法の仕組みと実践  

11. 社会的排除者の包摂・再統合に関する国家の責任、社会の責任、市民の責任 

12. 逸脱や紛争を巡る刑事政策、社会政策、地域福祉の連携  

13. 社会的連帯経済による社会的包摂 

14. 社会的排除を巡る課題と今後の方向性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

様々な社会的不利益から人間としての権利を行使できないでいる人たちの実態を、マスコミの報道等を通じて知っておいてほし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加状況や課題の履行状況(60%) 

授業に関連する事項について、履修学生に時折議論しててもらい、成績評定や授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 広井良典、2003、『定常型社会』、岩波書店 (ISBN4004307333C0236) 

2. アラン・リピエッツ、2011、『サードセクター』、藤原書店 (ISBN9784894347977C0030) 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か 民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社 (ISBN:ISBN9784121024107) 

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD353／福祉人間学研究３ 

(Studies in humanities and welfare 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共哲学と公共性の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平等，自由，正義について，原理的，思想的に考える。リベラリズムやコミュニタリアニズム，リバタリアニズムといった，現代公共

哲学の考え方を学ぶ。日本における公共性の歴史を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉の具体的な政策や施策ではなく，その背後にある「考え方」を検討する。「他者との共存」について，思想や理論を通じて考え

る。このような関心から，まずは，M・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』を輪読し，討論するという形で授業を進める。そ

の後は，拙著『公共的なるもの』（2018 年 2 月発売予定）を輪読して，日本における公共性の歴史的展開について理解を深める。

扱うテキストの順番については，受講者と相談する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 公共哲学への予備的考察 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/平常点（報告，授業への参加度）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マイケル・サンデル、2011、『これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学』、早川書房（文庫版） 

(ISBN:9784150503765) 

2. 権安理、2018、『公共的なるもの：アーレントと戦後日本』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

哲学や思想の初学者であることを想定して授業します。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD354／福祉人間学研究４ 

(Studies in humanities and welfare 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民俗学入門 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒューマンケアに携わる者が常に心に留めておかねばならないことの１つに，ケアの対象となる方々のアイデンティティの拠り所

は一体いずこにあるのか，という問いがある。これはまた，その方々が如何なる文化の中で生まれ，暮らしを営んできたのかとい

う問いでもある。本講は，この問題を考察するさいの民俗学的な素材（知見）そして視座を獲得することを主たる目標とする。コミ

ュニティ福祉学研究科全体のカリキュラム／ディプロマ・ポリシーに位置づけると，「福祉人間学」の領域から，福祉についていわ

ゆる社会福祉学とは異なった観点から，多角的に考究する契機の１つを提供する科目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大災害からの復興過程において，神社がコミュニティ再編の結節点の１つとして，大きな役割を果たしうることが指摘されている。

個々人のみならずコミュニティのアイデンティティの拠り所といった意味である。そこで本講では，柳田國男の『氏神と氏子』（小山

書店，1947 年）を輪読するなかで，日本人の死生観，神仏観，祖先観，さらには日常の行動規範などについて考察してゆく。また

以上から得た知見を，講師が宮城県南三陸町において実施しているフィールドワークにて収集したデータと重ね合わせながら討

論をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 柳田國男について 

2. 『氏神と氏子』輪読 

3. 『氏神と氏子』輪読 

4. 『氏神と氏子』輪読 

5. 『氏神と氏子』輪読 

6. 『氏神と氏子』輪読 

7. 『氏神と氏子』輪読 

8. 『遠野物語』輪読 

9. 『氏神と氏子』輪読 

10. 『氏神と氏子』輪読 

11. 『氏神と氏子』輪読 

12. 『氏神と氏子』輪読 

13. 『氏神と氏子』輪読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、『氏神と氏子』の 10 頁ほどを予め読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論議への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

柳田國男『氏神と氏子』１９47 年（授業時に配付） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

輪読と討議からなる。 

回ごとに，10 頁ぐらいの概要を記したレジュメを用意する担当者を決め，それをもとにより深い討議ができるようにする。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD355／福祉人間学研究５ 

(Studies in humanities and welfare 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理、環境倫理を通して学ぶ持続可能な暮らし 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命倫理、環境倫理の基礎概念、主要論点を学んだ上で持続可能な暮らしの視点からそれぞれの主要論点を検討する。受講生

各自の研究テーマと関連付けて議論を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命倫理、環境倫理の基礎概念、主要論点を日本語で学んだ後、その双方に関わる論文（英文）を講読する。その上で持続可能

な暮らしに実践についての資料（和文献、英文献）を検討した後に、生命倫理、環境倫理の主要論点について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 生命倫理の基礎概念（１） 

3. 生命倫理の基礎概念（２） 

4. 生命倫理の主要論点（１） 

5. 生命倫理の主要論点（２） 

6. 環境倫理の基礎概念（１） 

7. 環境倫理の基礎概念（２） 

8. 環境倫理の主要論点（１） 

9. 環境倫理の主要論点（２） 

10. 持続可能な暮らしの実践（１） 

11. 持続可能な暮らしの実践（２） 

12. 生命倫理と環境倫理の架橋（１） 

13. 生命倫理と環境倫理の架橋（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小松美彦, 香川知晶編著『メタバイオエシックスの構築へ : 生命倫理を問いなおす』 （池袋図書館所蔵）の序章を読んでおくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD371／専門社会調査演習１ 

(Social research seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査法、社会統計学の基本、その奥深さを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
澤口 恵一(SAWAGUCHI KEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量的データを用いた論文を書くための方法として，標本調査によるデータの収集法と基本的な集計法や検定法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の基本知識があることを前提に，実際の論文を参考にしながら，仮説・モデルの立て方，調査デザインの策定からデー

タ分析までの流れを実践的に紹介する。授業は演習形式で行い学生各自が教育用のデータを統計パッケージソフトを使って処

理していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 実証的研究の要点 調査倫理，概念化と測定・変数，作業仮説の提示，調査全体の過程 

2. 調査設計の要点 質的調査と量的調査，全数調査と標本調査，横断的調査と縦断的調査 

3. 標本抽出の方法 有為抽出と無作為抽出，抽出法の実際 

4. 調査票の設計 測定法の種類 

5. 調査項目の作成 ワーディング，変数のタイプと集計法 

6. 実査における諸問題 回収率の向上，メイキングの防止，回収後の処理 

7. 基本的な集計法  データの構造，単変数による分布の確認 

8. ２変数間の関連 クロス集計表，平均の差 

9. ２変数間の関連 相関係数 

10. 推定の論理 母平均，母分散の推定 

11. 推定の論理 母比率の推定，標本数と検出力 

12. 統計的有意性の検定 カイ２乗検定，平均の差の検定 

13. 統計的有意性の検定 一元配置分散分析，無相関の検定 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ，授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/受講時の意欲や態度、予習復習への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教員作成の資料。 

 

参考文献（Readings） 

1. 盛山和夫、2004、『社会調査法入門』、有斐閣 (ISBN:978-4641183056) 

１回目の講義で全授業の資料を配付する。また、各自の受講前の学習到達度に応じて，授業時間内に教室にて複数の候補を提

示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD372／専門社会調査演習２ 

(Social research seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析の方法を実践的に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
澤口 恵一(SAWAGUCHI KEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文を読み書きするために必要な，いくつかの主要な多変量解析の技法について習熟することを目的とする。基本的な多変量解

析法から知見を導き出し論文で提示する方法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育用のデータを学生各自が扱いながら多変量解析法の実際について学習する。教育用のデータを使った分析の実践と，刊行

された論文の読解を授業内で行うことにより，各自が自ら企画した調査のデータをもとに，仮説検証型の分析ができるようになる

ことを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要，多変量解析とは何か，前提となる知識の確認 

2. 分散分析 1  使用法，基本概念，Ｆ値とＦ分布 

3. 分散分析 2 多元配置分散分析，コントロールとエラボレーション 

4. 分散分析 3  交互作用効果，論文での提示 

5. 重回帰分析 1  使用法，基本概念，モデルによる推定 

6. 重回帰分析 2 分析の実践，標準化回帰係数，コントロールとエラボレーション 

7. 重回帰分析 3 ダミー変数を使用した分析，論文での提示、ロジスティック回帰分析など多様な回帰分析の手法 

8. 因子分析 1 使用法，基本概念 

9. 因子分析 2 因子負荷量の解釈，分析の実践 

10. 因子分析 3 因子得点の利用，論文での提示 

11. 尺度の信頼性と妥当性 α係数，論文での提示 

12. 主成分分析 使用法，基本概念，主成分得点の利用，論文での提示 

13. クラスター分析 使用法，基本概念，分析の実践 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「専門社会調査演習１」を受講済みであることが望ましい。社会調査法と推測統計に関する基礎知識を身につけておく必要があ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/受講時の意欲や態度、予習復習への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教員の作成した資料，複数の公表された論文。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井俊全、2014、『意味がわかる多変量解析』、ベレ出版 (ISBN:978-4-86064-398-0) 

2. 小塩真司、2005、『研究事例で学ぶ SPSS と Amos による心理・調査データ解析』、東京図書 (ISBN:4-489-00710-8) 

3. 小杉考司、2007、『社会調査士のための多変量解析』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2556-9) 

各自の関心・学習到達度に応じて複数の文献を指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD373／専門社会調査演習３ 

(Social research seminar 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究法の展開 

担当者名 

（Instructor） 
天田 城介(AMADA JOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査における質的研究法を習得するとともに，様々な具体的な質的調査法に関する基本的理解を踏まえながら実践的な能

力と技法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞・雑誌記事，映像，放送，音楽等の質的データ分析法（内容分析や言説分析等）の習得と同時に，様々な具体的な質的調査

法（インタビュー調査，参与観察法，ドキュメント分析，フィールドワーク，生活史，会話分析等）に関する基本的知識を踏まえ，実

践的な能力と技法を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質的調査とは何か 

2. 質的調査法の認識論と方法論 

3. 内容分析 

4. 事例分析法 

5. インタビュー法，フォーカスグループインタビュー 

6. フィールドワーク 

7. 生活史 

8. エスノグラフィー，エスノメソドロジー，ナラティブ・アプローチ，言説分析 

9. 質的データの集計，トランスクリプトの作成 

10. 理論的視座の設定とデータの解読方法 

11. 調査データの解読 

12. 調査結果の解読 

13. 論文の作成方法 

14. 調査倫理・研究倫理 

15. 学術的構想力のもとでの質的調査法の実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習としては，具体的な調査をイメージしながら，自らの研究テーマの研究計画書を作成していくことが望ましい。特に，質的

研究法においては「問い」をいかに初期設定するのかという作業が重要になるため，研究計画書（ないしは自らの研究のイメー

ジ）を構想しておくと飛躍的に質的研究法の理解度は深まる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況ならびに講義中に作成を課す質的研究のリサーチ・デザイン(60%)/小レポート（課題についてのデータ解釈の理解度・

達成度の点検）(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。第 1 回講義の際に 15 回分の講義資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

質的研究法に関する文献は多数あり，また受講生のアプローチもそれぞれ異なるため，第 1回講義の際に文献リストを配布し，

それぞれの具体的方法を習得する中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期集中：8 月 6 日(月)，7 日(火)，8 日(金) 各日とも 1～5 時限 

 

天田城介のホームページに関連情報があるため，可能であればそちらも参照すること。 

http://www.josukeamada.com/ 
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注意事項（Notice） 
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■VD392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD392／特殊研究２ 

(Course 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 隆(TAKAHASHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジアの医療、介護、福祉を「高齢化」の側面から読み解き、理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、テキスト購読を通じて、アジアの高齢化の諸相と分析枠組みを理解する。次いで、講師が先行研究を紹介する。そののち、

受講生による具体的な国・地域、課題に関する授業内レポートと討議を通じて、制度化の契機と展開、課題を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 領域設定 

2. 『老いていくアジア』から① アジアの高齢化 

3. 『老いていくアジア』から② 人口ボーナス仮説 その１ 

4. 『老いていくアジア』から③ 人口ボーナス仮説 その２ 

5. 『老いていくアジア』から④ 人口と経済成長 その１ 

6. 『老いていくアジア』から⑤ 人口と経済成長 その２ 

7. 『老いていくアジア』から⑥ 制度化の課題 その１ 

8. 『老いていくアジア』から⑦ 制度化の課題 その２ 

9. 先行研究 1：アジアの福祉国家に関する諸理論と論争 

10. 先行研究 2：アジアの高齢化と保健医療 

11. 国別・課題別研究１ 

12. 国別・課題別研究２ 

13. 国別・課題別研究３ 

14. まとめ：高齢化を媒介にしたアジアと日本の関係 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献による学習が中心だが、海外のネット検索が必要になることが想定される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に提示したレポートおよび発表(40%)/議論への参加度(40%)/授業内で行う口頭試問(20%) 

２／３以上の出席がない場合は評価対象にしない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大泉啓一郎、2007、『老いてゆくアジア』、中央公論社 (ISBN:ISBN978-4-12-101914-1) 

2. 増田雅暢・金貞任編著、2015、『アジアの社会保障』、法律文化社 (ISBN:ISBN978-4-589-03655-1,) 

 

参考文献（Readings） 

1. イアン・ホリディ、ポール・ワイルディング編、埋橋孝文ら訳、2007、『東アジアの福祉資本主義』、法律文化社 (ISBN:ISBN978-

4-589-03031-3) 

その他、英文、中文、和文の論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・学生による発表と討議、講師による講義の形式で授業を進める。 

・講義に際しては、パワーポイントを使用し板書で補う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD393／特殊研究３ 

(Course 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者心理学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 眞一(SATOU SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口の少子高齢化、高齢者の孤立と孤独、認知機能の加齢変化と認知症等、高齢化時代における心理学的諸課題を検討す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者に関する以下の内容を取り上げる。 

１．高齢者心理学概論：高齢者心理学の概要、我が国と諸外国の高齢化の状況、高齢期の諸課題 

２．高齢期の孤立と孤独 

３．認知等の諸機能の加齢変化および認知症の心理学的理解 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：高齢者心理学とは 

2. 我が国と諸外国の高齢化の状況 

3. 大衆長寿時代の新たな課題 

4. サードエイジ（第 3 年代）の課題 

5. フォースエイジ（第 4 年代）の課題 

6. 高齢者世帯の変遷 

7. 一人暮らし高齢者 

8. 高齢者の孤立 

9. 高齢者の孤独 

10. 孤立・孤独高齢者への心理学的支援 

11. 認知機能の加齢変化 

12. 認知症の神経学的症状 

13. 認知症の心理学 

14. 認知症高齢者のコミュニケーション 

15. おわりに：まとめと教場レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に掲載されている内容について事前に参考書等で予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討議への参加度（質疑応答等）(30%)/出席および授業態度(30%) 

最終レポートは、授業時間内に教場にて実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤眞一・髙山 緑・増本康平、2014、『老いのこころ―加齢と成熟の発達心理学―』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22016-4) 

2. 佐藤眞一、2015、『後半生のこころの事典』、CCC メディアハウス (ISBN:978-4-484-15207-3) 

3. 佐藤眞一、2012、『認知症「不可解な行動 」には理由（ワケ）がある』、ソフトバンク新書 (ISBN:978-4-7973-6819-2) 

4. 佐藤眞一、2011、『ご老人は謎だらけ 老年行動学が解き明かす』、光 文社新書 (ISBN:978-4-334-03660-7) 

5. 佐藤眞一・権藤恭之、2016、『よくわかる高齢者心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-076550) 

6. 佐藤眞一監修、2017、『老いた親のこもちがわかる本』、朝日新聞出版 (ISBN:978-4-02-333167-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

HP URL: http://rinro.hus.osaka-u.ac.jp 
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春学期集中：８月６日（月）・７日（火）・８日（水） 各日とも１～５時限 

 

注意事項（Notice） 
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■VD394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD394／特殊研究４ 

(Course 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的障害児者、発達障害児者を主対象とした QOL（生活の質）向上と生涯学習支援 

担当者名 

（Instructor） 
島田 博祐(SHIMADA HIROSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がい児者の QOL とそれを支える障害受容，障害理解、キャリア支援（就労支援含む）、生涯学習及び余暇支援の課題に関し

学習し，生涯発達支援のあり方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

QOL向上には個人因子としての自己効力感，障害受容が鍵となる。また環境因子として，周囲の障害理解や社会づくりも課題と

なり，福祉・医療・労働・司法など領域間の連携が不可欠である。これらの課題に関し文献講読，視聴覚教材を通じ学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ICFの概念，ADLから QOLへ，QOLの定義と課題 

2. QOL評価モデル，支援尺度について 

3. 社会参加のための環境因子の重要性と障害理解教育の方法 

4. 当事者・保護者の障害受容・障害理解について 

5. ライフキャリア支援について 

6. ジョブコーチによる援助付き雇用，就労支援，ジョブマッチング，ナチュラルサポートについて 

7. 社会的スキルとライフスキルについて～自閉症者を中心に 

8. 余暇支援と生涯学習プログラムについて～オープンカレッジの試みなど 

9. 高等教育における支援について～発達障害者、視・聴覚障害の大学支援など 

10. 障がい児者のエンパワメント，潜在的能力の発現 

11. インテグレーション，インクルージョン、合理的配慮について 

12. 受講大学院生の研究テーマとの関係性（テーマ発表も含む） 

13. 受講大学院生の研究テーマとの関係性 2（テーマ発表も含む） 

14. ディスカッション・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自身の研究テーマと QOL，生涯学習支援との関係性を整理してきてほしい。前半は講師による講義中心だが，最後の 3 回は院

生からの発表も含め，ディスカッション中心にしていきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席率および課題発表、討論への参加度(30%)/研究発表(30%) 

平常点の内容としては，出席（課題発表と討論参加），課題提出（レポート），および口頭試問とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せずテーマごとに以下の参考文献，配布資料をもとに構成する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅永雄二・島田博祐、2015、『障害児者の教育と障害発達支援第３版』、北樹出版 (ISBN:ISBN978-4-7793-0451-4) 

2. 小林繁、2010、『障害をもつ人の学習権保障とノーマりぜーションの課題』、れんが書房新社 (ISBN:ISBN978-4-8462-0368-9) 

3. 渡辺昭宏、2013、『みんなのライフキャリア教育』、明治図書 (ISBN978-4-18-007229-3C3337) 

4. QOL研究会編、2010、『QOL学を志す人のために』、丸善プラネット (ISBN:ISBN978-4-86345-070-7) 

5. R.L.Schalock,J.F.Gardner,V.J.Bradley. 2007. Quality of Life for People with Intellectual and other Developmental Disabilities. 

AAIDD (ISBN978-940898-96-7) 

6. マグナス家族 編 高橋亮、島田博祐監訳、2004、『ある家族の愛の物語―我々に強く生きる力を与える』、文化書房博文社 

(ISBN-10: 4830110368) 

7. オープンカレッジ東京運営委員会【編】、2010、『知的障害者の生涯学習支援―いっしょに学び、ともに生きる』、東京都社会福

祉協議会 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記のシラバスを基本にするが、受講者のニーズにより、調査統計を中心とした研究計画法や、認知行動療法に基づく SST（社

会的スキル訓練）と評価法など、心理療育領域の内容に一部変更する場合もある 

 

注意事項（Notice） 
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■VD395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD395／特殊研究５ 

(Course 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉カウンセリング／福祉臨床心理学：コミュニティへの臨床心理的支援 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 尚子(KATOU SHOUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福祉領域における，臨床心理的支援の現状と方法，及びその背景にある理論について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉領域における，心理支援の現状と方法，及びその背景にある理論について学ぶ。コミュニティアプローチの考え方に基づき，

特に，子ども虐待や子育て支援領域における心理支援実践を中心に検討する。文献講読とフィールドリサーチを通して，理論と

実践を結びつけ，実践的な理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティアプローチとは何か 

2. コミュニティアプローチに関する基礎理論（臨床心理地域援助とは） 

3. コミュニティアプローチに関する基礎理論（予防と予防的介入） 

4. コミュニティアプローチに関する基礎理論（危機介入） 

5. コミュニティアプローチに関する基礎理論（コンサルテーション） 

6. コミュニティアプローチに関する基礎理論（コラボレーション） 

7. 論文講読１ 

8. 論文購読２ 

9. 論文購読３ 

10. フィールドリサーチ 1（児童養護施設：予定） 

11. フィールドリサーチ 2（子ども家庭支援センター：予定） 

12. フィールドリサーチ 3（児童相談所：予定） 

13. フィールドレポートとまとめ 1 

14. フィールドレポートとまとめ 2 

15. フィールドレポートとまとめ 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の一環として，フィールドリサーチ（児童相談所，児童養護施設，児童自立支援施設など）を全員で行う予定である。そのた

め，講義曜日時間以外の課外授業を行う（通常の授業時間を調整して対応する予定）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤尚子、2017、『子どもを虐待から守る』、小学館 

2. 加藤尚子、2012、『施設心理士という仕事』、ミネルヴァ書房 

講義において適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD451／スポーツウエルネス研究１ 

(Studies in Sports Wellness 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀のスポーツ社会学のテーマを考える 

担当者名 

（Instructor） 
菊 幸一(KIKU KOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀のスポーツ社会学のテーマを「遊びとスポーツ」「公共政策と開発」「身体をめぐる文化政治」の 3 つの観点からとらえ、そ

の論理と到達点を理解し、自らの研究への援用を考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『21 世紀のスポーツ社会学』（日本スポーツ社会学会編）をテキストとして、各論文を解題するとともに、その内容への理解を深

め、それとは異なる視点からの議論を展開しながら、自らの研究テーマへの応用可能性を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス―授業のテーマとテキスト紹介。各自の研究テーマと授業との関係の概説。レジュメの作成方法と予習方

法の解説。 

2. リスク社会におけるスポーツースポーツの前近代・近代・後近代 

3. 21 世紀の社会学―理論、焦点、未来 

4. 現代社会における遊びとスポーツ（１）―スポーツの夢と社会過程 

5. 現代社会における遊びとスポーツ（２）―スポーツというフィクション 

6. 現代社会における遊びとスポーツ（３）―「身体論の可能性」、その後 

7. 公共政策と開発の問題（１）―スポーツにおける「新しい公共」の原点と可能性 

8. 公共政策と開発の問題（２）―障害者スポーツの地平 

9. 公共政策と開発の問題（３）―FIFAワールドカップと開発 

10. 公共政策と開発の問題（４）―長野オリンピックとその後の 10 年 

11. 身体をめぐる文化政治（１）―沖縄における野球＜序説＞ 

12. 身体をめぐる文化政治（２）―スポーツとメディア 

13. 身体をめぐる文化政治（３）―イタリアファシズムにおける身体文化 

14. 身体をめぐる文化政治（４）―現代における身体文化の意義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習…1）レジュメ担当者は、要約と議論、研究への応用についての発表準備。 

     2）各テーマのテキストを読んで、質疑応答の準備。 

・復習…1）レジュメ担当者は、授業中の議論を踏まえ復習小レポートを作成。 

     2）授業中の議論をもとに、自らの研究への応用可能性を考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ発表内容(40%)/授業中の質疑応答(20%) 

授業中における質疑応答と活発な議論を期待する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本スポーツ社会学会編、2013、『21 世紀のスポーツ社会学』、創文企画 (ISBN:978-4-86413-037-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 土佐昌樹編著、2015、『東アジアのスポーツ・ナショナリズム』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07478-5) 

2. 菊幸一編著、2014、『現代スポーツは嘉納治五郎から何を学ぶのか』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07128-9) 

3. 井上俊・菊幸一編著、2012、『よくわかるスポーツ文化論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06118-1) 

4. 池井望・菊幸一編著、2008、『「からだ」の社会学』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1345-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD452／スポーツウエルネス研究２ 

(Studies in Sports Wellness 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

”より良い生き方とは何か”というテーマに関し、ウエルネスという観点から考えてみよ

う。 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ウエルネスとは何かを理解し、人間が生きることの意味について、映画『ガイアシンフォニー』と写真家『星野道夫』を題材として

考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映画『ガイアシンフォニー』とは、ガイア理論、すなわち地球は一つの生命体であるとする考え方をベースに作成されたドキュメン

タリー映画である。美しい映像と音楽、珠玉のことばの数々によって織り成されるこの作品は、環境問題や人間の精神性に深い

関心を寄せる人たちのバイブル的存在となっている。また、『星野道夫』の写真や文章も、環境問題や人の精神性を考えるうえ

で、とても重要な示唆を与えてくれる。本授業では、この２つを題材として、”自然環境と人間の在り方”、”人の生き方の多様性”な

どの点について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体のオリエンテーション。自己紹介。 

2. 講義：星野道夫とウエルネス① 

3. 講義：星野道夫とウエルネス② 

4. 講義：環境問題とスピリチュアリティ 

5. 映画『ガイアシンフォニー』より星野道夫① 

6. 映画『ガイアシンフォニー』より星野道夫② 

7. 映画『ガイアシンフォニー』より名嘉睦稔 

8. 映画『ガイアシンフォニー』よりナイノア・トンプソン 

9. 映画『ガイアシンフォニー』よりケリー・ヨスト 

10. 映画『ガイアシンフォニー』よりダライ・ラマ 14 世法王 

11. 映画『ガイアシンフォニー』より石垣昭子 

12. 映画『ガイアシンフォニー第 5 番』より 

13. 映画『ガイアシンフォニー第 5 番』より 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard上にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発言(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 濁川孝志、2017、『星野道夫の神話』、コスモス・ライブラリー (978-4-434-23318-0C0011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の順番は、変更される場合があります。遅刻しないように参加してください。そして、授業中に寝ないで下さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD453／スポーツウエルネス研究３ 

(Studies in Sports Wellness 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ科学に関するデータ解析能力を高める 

担当者名 

（Instructor） 
石井 泰光(ISHII YASUMITSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①研究に使用する分析方法の調査して，分析項目をデザインできるようになる． 

②Matlabを使用したプログラミングを学び，自分で作成できるようになる． 

③SPSSを使用しながら統計処理の基礎を学ぶ． 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，Matlabを使用したプログラミングの基礎を学び，研究データの解析能力を向上させることを目的とします．プログラミ

ング能力を高めるだけではなく，研究に使用する分析方法の調査して，適切な分析項目をデザインする能力を高めるように，ディ

スカッションしていきます．授業後半では，SPSSを使用しながら統計処理の基礎に関しても授業を行います． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. プレゼンテーション 1：進行中の研究を発表する（全員） 

3. Matlabプログラミング①，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

4. Matlabプログラミング②，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

5. Matlabプログラミング③，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

6. Matlabプログラミング④，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

7. Matlabプログラミング⑤，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

8. Matlabプログラミング⑥，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

9. Matlabプログラミング⑦，プレゼンテーション 2（分析方法を整理する：1 名） 

10. 統計処理①，Matlabプログラミング⑧（実習・相談） 

11. 統計処理②，Matlabプログラミング⑨（実習・相談） 

12. 統計処理③，Matlabプログラミング⑩（実習・相談） 

13. 統計処理④，Matlabプログラミング⑪（実習・相談） 

14. プレゼンテーション 3：Matlabプログラミング（最終テスト＝プレゼン：全員） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・Matlabプログラミングは，必ず復習をして，自分でコードが書けるようにしましょう． 

 

・プレゼンテーションを，授業期間中に 3 回行ってもらいます．テーマは以下の通りです． 

①「進行中の研究を発表する」，②「分析方法を整理する」，③「Matlabプログラミング」 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション 1(10%)/プレゼンテーション 2(10%)/質疑応答（建

設的な質疑，発言を期待します）(20%) 

最終テストはプレゼンテーション 3 を評価します．最終レポートは作成した Matlab コードを評価します． 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林一行、2017、『最新 MATLAB ハンドブック 第六版』、秀和システム (ISBN:4798051594) 

MATLAB and Simulink Student Suite の購入が必要になります（校内で Matlabが使用できる場合は購入は不要）．『最新

MATLABハンドブック』は，余裕があれば購入をお勧めします． 

 

参考文献（Readings） 
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1. Rebecca Tanne. 2012. Physiological Tests for Elite Athletes. Human Kinetics (ISBN:0736097112) 

2. ゴードン ロバートソンほか、2008、『身体運動のバイオメカニクス研究法』、大修館書店 (ISBN:4469266531) 

3. 阿江通良ほか、2002、『スポーツバイオメカニクス 20 講』、朝倉書店 (ISBN:4254690401) 

4. 木塚 朝博ほか、2006、『表面筋電図』、東京電機大学出版局 (ISBN:4501325100) 

5. 森 敏昭 ほか、1990、『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』、北大路書房 (ISBN:4762801313) 

6. William J. Vincent. 2012. Statistics in Kinesiology. Human Kinetics (ISBN:1450402542) 

7. William D. McArdle. 2014. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance, International Edition. Lippincott 

Williams & Wilkins (ISBN:1451193831) 

その他 関連する書籍，おすすめの専門書は，授業中に紹介します． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

非常勤のため，質疑応答は授業終了後にお願いします． 

 

欠席すると，プログラミングはわからなくなる可能性がありますので，できるだけ出席してください． 

 

注意事項（Notice） 
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■VD454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD454／スポーツウエルネス研究４ 

(Studies in Sports Wellness 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ生理学，神経科学 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ生理学そして神経科学の話題を国際雑誌の論文などの文献から学び，パフォーマンスに対する生理・神経機能の働き

やその向上方法について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では英語のスポーツ生理学そして神経科学の文献や教科書を教材に学ぶほか，受講生の自主的な研究活動をサポート

する目的として，受講生が自ら選んだ国際雑誌の論文などを精読し，内容を発表し，その後，内容について解説し議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 神経科学研究の手法 

3. スポーツ生理学研究の手法，倫理申請書の書き方 

4. 神経科学講義（１） 

5. 神経科学講義（２） 

6. 神経科学講義（３） 

7. 英語文献発表およびディスカッション（１） 

8. 英語文献発表およびディスカッション（２） 

9. 英語文献発表およびディスカッション（３） 

10. 英語文献発表およびディスカッション（４） 

11. 英語文献発表およびディスカッション（５） 

12. 英文査読方法（１） 

13. 英文査読方法（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackbord上で履修者に対して行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発表(30%)/授業における討論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

Journal of Applied Physiology, Medicine and Science in Sports and Exercise , Neuroscience Letters, Brain Research, Journal of 

Thermal Biology 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD456／スポーツウエルネス研究６ 

(Studies in Sports Wellness 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル時代の「スポーツ栄養学」 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

運動時の物質代謝とこれに伴う栄養要求の変化について，運動の種類や強度・時間を踏まえて理解し，さらに栄養教育の理論と

応用についても学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

欧米の学部レベルの英語の教科書あるいは英語の研究論文の講読を通して，スポーツと栄養の関係をより深く学び，スポーツ現

場で直面する実践的な課題についても議論していく。同時に海外のスポーツ栄養学の研究と普及の現状についても解説してい

く。受講生は栄養学の基本的知識を身につけていることと英文を読むのを苦にしない英語力を持っていることが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. スポーツ・身体活動と栄養 

3. フードピラミッドと食事バランスガイド 

4. エネルギー代謝 

5. 炭水化物と試合 

6. 脂肪と体組成・ウエイトコントロール 

7. タンパク質と筋肉づくり 

8. ビタミン・抗酸化物質とコンディショニング 

9. ミネラルと骨・血液の健康 

10. 水分補給と体温調節 

11. サプリメントとエルゴジェニック 

12. 成長期と女性スポーツの注意点 

13. 栄養アセスメント 

14. 栄養教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の 2/3 は英文の訳をプレゼンしてもらうので，予習が前提となる。また，1/3 を前週の復習に充てるので復習も大事

であり，予習・復習に毎週約 5時間を要する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/出席および討議への参加度(50%)/宿題などの提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業において決める 

 

参考文献（Readings） 

Melvin H. Williams“Nutrition for Health, Fitness &amp; Sports（10th Ed)”（McGraw-Hill 2012） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD457／スポーツウエルネス研究７ 

(Studies in Sports Wellness 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ医学とは，医師など医療従事者が行う学問だけではなく,スポーツに関連した健康やパフォーマンス向上に関する研究も

含まれる非常に広い分野の学問である．医学研究をベースに，さまざまな研究の問題点や研究プランニングを学ぶことを目標と

する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が任意のトピックスを選択し，バックグラウンドの説明のため，関連した研究論文（英文）の紹介を受講者が順番に行う．ま

た，このトピックスに基づき，検討可能な研究テーマを作成し，議論する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 興味ある研究テーマ１ 

3. 興味ある研究テーマ２      

4. 研究テーマのバックグラウンド調査１ 

5. 研究テーマのバックグラウンド調査２ 

6. 研究テーマのバックグラウンド調査３ 

7. 参考論文１ 

8. 参考論文２ 

9. 各論文におけるポイントの見つけ方１ 

10. 各論文におけるポイントの見つけ方２ 

11. 研究方法の確立へ向けて１ 

12. 研究方法の確立へ向けて２ 

13. 今後の研究について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業で発表する内容を事前に調べ，プレゼンをできるようにして授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎授業での発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD458／スポーツウエルネス研究８ 

(Studies in Sports Wellness 8) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，人の健康およびパフォーマンス向上に対して，心理的側面がどのように機能するかを総合的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，受講者のそれぞれの研究テーマが心理学的事象とどのように関連するのか，あるいはどのような意義を有するの

かについて，討論を通して学習する。内容は，講者の興味により臨機応変に対応する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 各テーマと心理（１） 

3. 各テーマと心理（２） 

4. 各テーマと心理（３） 

5. 各テーマと心理（４） 

6. 各テーマと心理（５） 

7. 各テーマと心理（６） 

8. 中間のまとめ 

9. 各テーマと心理（７） 

10. 各テーマと心理（８） 

11. 各テーマと心理（９） 

12. 各テーマと心理（１０） 

13. 各テーマと心理（１１） 

14. 総合的なまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に文献を読んでおくように指示する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での討論への参加度およびプレゼンテーション等の総合的評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は考えていない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD459 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD459／スポーツウエルネス研究９ 

(Studies in Sports Wellness 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アダプテッドスポーツ（Adapted Physical Activities）、障がい者スポーツに関わる自然科

学的、社会科学的思考の試み 

担当者名 

（Instructor） 
田中 信行(TANAKA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 障がいのある人や加齢により身体的虚弱になった人にとって、身体運動はどのような意義をもつのか・・・という問いに対して、

簡単な研究的演習を通して、履修された人と共に取り組み、何らかの意見が持てるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 身体の一部に障がいがある人たち（虚弱高齢者等を含み）にとって身体運動がどのような意味をもつのか，実際の運動プログラ

ムにはどのようなものがあるのかを検討します。また現在のパラリンピックなどの障がい者スポーツの現状と課題についても、履

修された皆さんの意見を聞きながら、演習的に研究の内容を検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

演習的授業内容を提示し、履修者の意見を募る。 

2. 移動方法の違いによる運動負荷の違いを検討する。 

具体的な例として、通常歩行と車いす走行、室内と芝上の運動負荷の違いなどを検討する。 

3. ２．の検討内容を簡単な実験により測定する。（2.で示した例を実施する場合は、運動のできる服装が必要） 

4. ２．の取り組みについてデータを抽出し、分析を行う。履修者の人数によっては、3．を継続して実施する。 

5. ２．の取り組みについてデータを抽出・分析を行い、グラフにより表出する。（各自が PC を使用するので準備） 

6. ２．の取り組みについてデータを抽出・分析を行い、グラフにより表出する。（各自が PC を使用するので準備） 

※次回以降の内容について履修者の意見を聞く時間を設けます。 

7. パラリンピックに関わる話題を提供し、その点について演習的な検討を行う。 

例：オリンピック以上の結果（Performance）を出した選手のオリンピック参加への是非。 

例 2．パラリンピックとオリンピックは同じか・・・。 

8. ７．について、研究方法を検討する。 

9. ７．について、研究方法を検討する。 

10. ７．について、結果の整理を行う。 

11. ７．から 10．についてのまとめを行う。 

12. アダプテッドスポーツに関連する論文を紹介し、概要をまとめる作業をすすめる。 

（2.～4.＋他で、屋外の演習を行う際に、雨天等であった場合は、この内容を先に行う。） 

13. アダプテッドスポーツに関連する論文を紹介し、概要をまとめる作業をすすめる。 

（2.～4.＋他で、屋外の演習を行う際に、雨天等であった場合は、この内容を先に行う。） 

14. まとめ。 これまでの成果の整理、または補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の進展毎に課題を提供します。その課題に取り組んでください。詳細は、オリエンテーション時に説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習的作業に対する討議への参加度(50%)/課題提出(50%) 

授業で課題を提示しますので、その取り組み（課題の提出など）により評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

配布資料。もしくは授業中などに作成したデータ資料により実施するため、決められたテキストはありません。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、参考文献等を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

可能な限り、Paperlessによる授業を予定しています。 そのため、履修者と教員とでメールによる連絡をします。（教員のメールア

ドレス： 5550307@rikkyo.ac.jp ） 
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注意事項（Notice） 
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■VD460 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD460／スポーツウエルネス研究１０ 

(Studies in Sports Wellness 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
報道を通してスポーツのありようを考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 慎輔(SANO SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 スポーツ報道は結果報道に偏ることが多いが、一方で、そこからスポーツ本来の意義、ありよう、未来がみえてくる。メディアの

見方は正しいのか、ＳNＳの普及とともにフェイクニュースの拡散が指摘されるが、既存メディアは無謬といえるのか、報道、とりわ

けオリンピック報道を俎上に上げて、さまざまな観点からスポーツを捉え、考察していく。 

 受講者には「受け手」の責任からスポーツ報道への論考を試み、社会とスポーツ、国際とスポーツ、経済とスポーツなどの視点

に加え、スポーツインテグリティなどスポーツの本質に迫ってもらいたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 講師は永年、スポーツ報道に携わるとともに、「スポーツのありよう」、「スポーツと文化」、「スポーツインテグリティ」などに考察を

加えてきた。こうした立場から講義をしていくとともに、その時々の話題を俎上に上げて、ときには全員でテーマを決めてディスカッ

ションを行い、それぞれの知識と理解を深めていく。 

 そのうえで、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを考えるとともに、同大会へのひとりひとりの関わりなどにも考えをめぐら

せたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツを報道する 

・われわれのまわりでは数多くの情報が飛び交う。果たして、それはどのような経路をへて発信されるのだろか？ メディア

と報道について考察する 

2. ２０１８年平昌オリンピック・パラリンピックはどう報じられたか 

・１８年２月のオリンピック、３月のパラリンピックを通して、日本のメディア報道について考える 

一歩進み、こうした報道でいいのか、考察したい 

3. オリンピック・パラリンピック報道を考える 

・過去の大会はどう報道されたか、歴史的な意義を講じる 

とくに１９６４年東京大会を中心に 

4. オリンピック報道とオリンピックビジネス 

・オリンピックはスポンサードによって運営されている。その大きな割合を占めるのが、放送権料 

報道とスポンサードの間で何が起きているのか、そこを考察する 

5. オリンピック報道とオリンピズム 

・創始者ピエール・ド・クーベルタンの思いは「オリンピズム」との言葉に収斂される 

しかし、報道にこの言葉がでてくることはない。なぜなのか 

6. サッカー報道とオリンピック報道の違い 

・２０１８年はロシアでサッカーのワールドカップも開かれた。その報道の歴史をたどり、オリンピック報道と何が違うか、違い

の背景は何か考察する 

7. ２０２０年東京大会を考える 

・あと２年に迫った東京大会、人々はどうとらえているのか、メディアはどう報じているのか 

東京大会開催の意義を考える 

8. スポーツのインテグリティを考える 

・オリンピックには負の側面がある。例えばドーピングは最たるものであり、勝利至上主義と 

商業主義が大きく影響しているとされる。負の側面と通し、スポーツの本質を考察したい 

9. 商業主義と勝利至上主義 

・資本の背景がなければ、オリンピックやサッカー、ラグビーのワールドカップは開催できない。 

単純な商業主義批判では資本の持つ意味がみえてこない 

10. スポーツと政治を考える 

・スポーツと政治は切り離して考えるべきといわれる。一方で、政治に支えなければオリンピックは開催できない。平昌、東

京大会などを例にスポーツと政治を考える 

11. アマチュアリズムとプロフェッショナル 

・日本にはプロフェッショナルを卑しむ時代が存在した。報道もアマチュア主体であり、 

プロ野球の興隆にも関わらず、背を向けた時代があった。転機は２００２年… 
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12. スポーツマンシップを学ぶ 

・日本にスポーツが〝輸入〟された明治期、スポ―ツマンシップも入ってきたが、日本では報道でもスポーツマンシップより

アマチュアリズムに重きが置かれた。その理由はなぜか？ 

13. メディアを疑え 

・メディアが報じてきたことは正しいのか、メディア報道に間違いはないのか 

日本独特の美談報道、都市伝説、フェイクニュースなどとともにメディアのあり方を問う 

14. ２０２０年東京大会に向け、未来志向のスポーツ報道とは 

・２０２０年東京大会は明らかにスポーツ報道のありようが変わる。ＳＮＳの普及で個人がメディアとなる時代が訪れる。その

とき我々は、何を注視していかなければならないのか考察する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 新聞、テレビ等を通したスポーツ報道に関心を持ってもらいたい。授業では、報道に取り上げられた話題をとりあげながら進行し

ていく方針である。 

 常に時々の話題に関心を持ち、自分の考えをまとめておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

大学院生であり、あくまでも論文でその理解度を問いたい 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業の都度、資料を配付する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 笹川スポーツ財団、２０１７、『日本のスポーツとオリンピック・パラリンピックの歴史』、笹川スポーツ財団 (ISBN:ISBN978-4-

915944-65-9) 

2. 日本オリンピックアカデミー、２０１６、『ＪＯＡオリンピック小事典』、メディアパル (ISBN:ISBN978-4-89610-160-7) 

3. 猪谷千春. ２０１３. ＩＯＣ. 新潮社 (ISBN:ISBN978-4-10-333491-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・笹川スポーツ財団ホームページ 

・日本オリンピック委員会ホームページ 

※猪谷千春著「ＩＯＣ」は電子版で購入可能 

 

注意事項（Notice） 
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■VD461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD461／スポーツウエルネス研究１１ 

(Studies in Sports Wellness 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ方法学 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ方法学研究の現在を，主に，国際雑誌の論文などの文献から学びスポーツ方法学のスポーツウエルネスへの貢献を理

解する。特にスポーツパフォーマンス分析や，競技種目に対するトレーニングやフィジカルチェック方法を取り上げ，実践的なスポ

ーツ方法学研究手法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，受講生の自主的な研究活動をサポートする目的として，国際雑誌の論文などの欧文を精読し内容を発表し，その

後，各内容について，解説し議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・スポーツ方法学研究の手法 

2. 文献誦読発表および議論 1 

3. 文献誦読発表および議論 2 

4. 文献誦読発表および議論 3 

5. 文献誦読発表および議論 4 

6. 文献誦読発表および議論 5 

7. 文献誦読発表および議論 6 

8. 文献誦読発表および議論 7 

9. 文献誦読発表および議論 8 

10. 文献誦読発表および議論 9 

11. 文献誦読発表および議論 10 

12. 文献誦読発表および議論 11 

13. 文献誦読発表および議論 12 

14. スポーツ方法学研究のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業で発表される文献を事前に必ず読み、疑問点や討論したい内容等を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業における発表および討論参加度(70%)/学期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Christopher Carling, Tom Reilly, A. Mark William. 2008. Performance Assessment for Field Sports. Routledge 

(ISBN:0415426855) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD462／スポーツウエルネス研究１２ 

(Studies in Sports Wellness 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ経営学 

担当者名 

（Instructor） 
柳沢 和雄(YANAGISAWA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ経営やスポーツマーケティングの基礎理論を理解するとともに、学校体育・スポーツや地域スポーツ、スポーツイベント

やプロスポーツといった具体的なスポーツ経営の実践領域における経営手法や経営課題を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツ経営の構造論、経営資源論、スポーツ事業論などの基礎理論を解説するとともに、学校運動部活動、地域スポーツクラ

ブ、民間スポーツクラブ、トップスポーツ、スポーツイベントなどを取り上げ、その現状と経営課題について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツ政策の変遷とスポーツ経営 

2. スポーツ経営の概念と構造 

3. スポーツサービス論の体系 

4. 経営資源論（１）－スポーツ施設論－ 

5. 経営資源論（２）－人材養成と財源－ 

6. スポーツプログラミン論 

7. スポーツクラブの育成とクラブマネジメント 

8. 学校運動部活動の経営改革 

9. 公共スポーツ施設経営論 

10. 総合型地域スポーツクラブの現状と展望 

11. 民間営利スポーツクラブ経営の現状と展開 

12. スポーツマーケティングの発展 

13. トップスポーツクラブのマネジメントと課題 

14. メガ・スポーツイベントの経営論 

15. スポーツ経営とコンピテンシー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業における発表及び討論(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 柳沢和雄・清水紀宏・中西純司、2017、『よくわかるスポーツマネジメント』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08014-4) 

2. 柳沢和雄・木村和彦・清水紀宏、2017、『体育・スポーツ経営学』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-26831-7) 

3. 柳沢和雄・向陽スポーツ文化クラブ、2008、『総合型地域スポーツクラブの発展と展望』、不昧堂書店 (ISBN:978-4-8293-

0462-4) 

4. 松村和則編、2006、『メガ・スポーツイベントの社会学』、南窓社 (ISBN:4-8165-0349-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期集中：８月１日（水）・２日（木）・３日（金）各日とも１～５時限 

 

注意事項（Notice） 
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■VD463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD463／スポーツウエルネス研究１３ 

(Studies in Sports Wellness 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生物多様性と私たちの暮らし 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境共生型社会の実現を“口先”だけのものにしないために、私たちが日々行なっている暮らしの選択のありようを「生物多様性」

の視点から振り返り、理想的な社会システムについて考察する。   

 

授業の内容（Course Contents） 

とかく縁遠いと思われがちな「生物多様性」は、じつはとても身近な問題であり、その未来は私たちの暮らしの選択にも深くかかわ

っている。さまざまな事例を題材に、自然環境に配慮することの真の意味について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生物多様性とは？（マクロ編） 

2. 生物多様性とは？（ミクロ編） 

3. 日本人と生物多様性 

4. 外来種と生物多様性 

5. 食生活と生物多様性➀－１（農業と自然） 

6. 食生活と生物多様性➀－２（環境共生ブランド） 

7. 食生活と生物多様性②（遺伝資源と文化） 

8. エネルギーと生物多様性（木質バイオマス） 

9. 感情と生物多様性（土と虫への意識から） 

10. 経済と生物多様性（海洋資源に起きている問題） 

11. 内なる生物多様性「腸内フローラ」 

12. ＳＤＧｓと生物多様性 

13. 生物多様性を生かした地域と社会づくり 

14. 総合討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日ごろから 

「環境問題」 

「生物多様性」 

「持続可能性」 

がキーワードになっているニュースや情報をチェックしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席率およびコメントペーパーの内容(50%)/議論への参加意欲(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。随時資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 52 - 

  



 - 53 - 

■VD464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD464／スポーツウエルネス研究１４ 

(Studies in Sports Wellness 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイオメカニクス 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツや日常生活における身体動作に関するバイオメカニクス（生体力学）分野の研究例を英文学術論文から学ぶとともに、

バイオメカニクス的手法を用いて計測・分析する技術を習得する｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

バイオメカニクス分野の国際学術雑誌に掲載されている研究論文の抄読を行い、世界水準の研究について学ぶ。また、バイオメ

カニクス的な研究手法に関する講義に加え、実際にモーションキャプチャシステムを用いた身体動作計測、Excel およびプログラ

ミングによる分析を行い、テクノロジーを活用した計測・分析手法を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究について，バイオメカニクスとは 

2. バイオメカニクスの研究手法（ボール変形量と衝撃力の研究） 

3. バイオメカニクスの研究手法（身体動作計測による研究） 

4. バイオメカニクスの研究手法（工学的手法を用いた研究）） 

5. 研究論文抄読（Clinical Biomechanics） 

6. 研究論文抄読（Journal of Biomechanics） 

7. モーションキャプチャシステムを用いた身体動作計測（VICONの説明） 

8. モーションキャプチャシステムを用いた身体動作計測（VICONの使用） 

9. データ処理（VICONデータのクリーニング） 

10. データ処理（MATLAB によるデータ抽出） 

11. Excelによる分析（運動学的分析） 

12. Excelによる分析（運動力学的分析） 

13. プログラミングによる分析（MATLABによる運動学的分析） 

14. プログラミングによる分析（MATLABによる運動力学的分析） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ､ 授業時に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子公宥・福永哲夫編、2004年 8,100 円、『バイオメカニクス―身体運動の科学的基礎』、杏林書院 (ISBN:978-4764410695) 

2. ゴードン ロバートソン他著／阿江通良監訳、2008 年 4,104円、『身体運動のバイオメカニクス研究法』、大修館書店 

(ISBN:978-4469266535) 

3. 上坂吉則著、2011 年 2,160円、『MATLAB プログラミング入門』、牧野書店 (ISBN:978-4434155918) 

4. Journal of Biomechanics. ELSEVIER (ISSN:ISSN: 0021-9290) 

5. Clinical Biomechanics. ELSEVIER (ISSN:ISSN: 0268-0033) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD7**／研究指導２ 

(Seminar for master's thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行研究資料の収集と論文の骨子を形作る。  

 

授業の内容（Course Contents） 

入学当初から半年間は、課程主任が担当する「研究基礎」において、研究の基礎的な手法やテーマ選定の方法等を学び、院生

個別の研究課題について助言を行う。それを経た後に、1 年次秋学期に指導教員を定めて行う研究指導１が開始される。 以

後、2 年次修了までの期間を半期ごとに、研究指導 2、研究指導 3 と分けて、段階的に進める。 研究テーマに関する基礎文献お

よび先行研究のレビューを前提に、自らの修士論文執筆の基本的枠組みの構想の方法や論文の論理的構成の方法などを身に

つけながら、研究テーマの設定から研究の完成に至るプロセスを進行させる。 研究指導 2 は、主として先行研究の資料収集、

および論文の骨子作りの指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究の中心的テーマの確認(1)  

3. 研究の中心的テーマの確認(2)  

4. 先行文献の収集と報告(1)  

5. 先行文献の収集と報告(2)  

6. 先行文献の収集と報告(3)  

7. 論文構成の検討(1)  

8. 論文構成の検討(2)  

9. 論文構成の検討(3)  

10. 論文タイトルの検討(1)  

11. 論文タイトルの検討(2)  

12. 修士論文中間構想発表会に向けての論点確認 (1)  

13. 修士論文中間構想発表会に向けての論点確認 (2)  

14. 修士論文中間構想発表会の構想と報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メール及び blackboardを通じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究指導への出席および授業参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD8**／研究指導３ 

(Seminar for master's thesis 3) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 入学当初から半年間は、課程主任が担当する「研究基礎」において、研究の基礎的な手法やテーマ選定の方法等を学び、院生

個別の研究課題について助言を行う。それを経た後に、1 年次秋学期に指導教員を定めて行う研究指導１が開始される。 以

後、2 年次修了までの期間を半期ごとに、研究指導 2、研究指導 3 と分けて、段階的に進める。 研究テーマに関する基礎文献お

よび先行研究のレビューを前提に、自らの修士論文執筆の基本的枠組みの構想の方法や論文の論理的構成の方法などを身に

つけながら、研究テーマの設定から研究の完成に至るプロセスを進行させる。研究指導 3 では、研究指導 1・2 の学修をもとに、

実際の修士論文の執筆をめぐって指導を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の検討(1)  

3. 研究計画の検討(2)  

4. 論文目次の検討(1)  

5. 論文目次の検討(2)  

6. 論文執筆状況の報告(1) 

7. 論文執筆状況の報告(2) 

8. 論文執筆状況の報告(3) 

9. 論文執筆状況の報告(4) 

10. 論文執筆状況の報告(5) 

11. 論文執筆状況の報告(6) 

12. 論文執筆状況の報告(7) 

13. 論文の最終確認  

14. 修士論文発表会の報告準備  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メール、blackboardを通じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究指導への出席および授業参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉論，コミュニティワーク，社会福祉史 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPO論，社会的企業論，経営組織論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の理念と構造，福祉サービス提供体制論，公的扶助論，障害福祉政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困・生活困窮者支援，地域における福祉サービスの提供システム 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学，政策過程論，地方行政論 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪社会学，司法福祉論，修復的司法 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

障害者福祉論，ノーマライゼーション論，スティグマ問題，障害福祉支援の方法論，障碍

者の福祉文化活動 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学，宗教史学，深層心理学，日本の思想史と文化史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学，整形外科学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治，行政学，NPO論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会開発論，国際労働移動 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 67 - 

■WD126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理学 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者福祉論，コミュニティケア論 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ論，福祉社会学，臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障論，福祉政策論，福祉国家論，ニュージーランドの社会保障 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学，社会的・連帯経済 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性福祉領域，ジェンダーに関わる領域 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ社会学，スポーツプロモーション論 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネス論，スピリチュアルマネジメント論，野外環境論，野外活動 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチング科学，トレーニング論 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康心理学，スポーツ心理学，ストレスマネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ栄養学（競技力向上および健康増進のための栄養学） 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，ソーシャルワーク実践理論，ソーシャルワーク倫理 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

運動生理学，環境生理学，コーチ学，ゲーム分析，フィジカル分析，フットボールサイエ

ンス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとジェンダー学，学校教育におけるジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，精神保健福祉 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権利擁護システム，福祉マネジメント論 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境生理学，温熱生理学，発育発達 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉論，コミュニティワーク，社会福祉史 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPO論，社会的企業論，経営組織論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の理念と構造，福祉サービス提供体制論，公的扶助論，障害福祉政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困・生活困窮者支援，地域における福祉サービスの提供システム 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学，政策過程論，地方行政論 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪社会学，司法福祉論，修復的司法 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 90 - 

■WD218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

障害者福祉論，ノーマライゼーション論，スティグマ問題，障害福祉支援の方法論，障碍

者の福祉文化活動 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学，宗教史学，深層心理学，日本の思想史と文化史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学，整形外科学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治，行政学，NPO論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会開発論，国際労働移動 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理学 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者福祉論，コミュニティケア論 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ論，福祉社会学，臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障論，福祉政策論，福祉国家論，ニュージーランドの社会保障 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学，社会的・連帯経済 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性福祉領域，ジェンダーに関わる領域 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ社会学，スポーツプロモーション論 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネス論，スピリチュアルマネジメント論，野外環境論，野外活動 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチング科学，トレーニング論 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康心理学，スポーツ心理学，ストレスマネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ栄養学（競技力向上および健康増進のための栄養学） 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，ソーシャルワーク実践理論，ソーシャルワーク倫理 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

運動生理学，環境生理学，コーチ学，ゲーム分析，フィジカル分析，フットボールサイエ

ンス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとジェンダー学，学校教育におけるジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，精神保健福祉 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権利擁護システム，福祉マネジメント論 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境生理学，温熱生理学，発育発達 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉論，コミュニティワーク，社会福祉史 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPO論，社会的企業論，経営組織論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の理念と構造，福祉サービス提供体制論，公的扶助論，障害福祉政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困・生活困窮者支援，地域における福祉サービスの提供システム 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学，政策過程論，地方行政論 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪社会学，司法福祉論，修復的司法 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

障害者福祉論，ノーマライゼーション論，スティグマ問題，障害福祉支援の方法論，障碍

者の福祉文化活動 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学，宗教史学，深層心理学，日本の思想史と文化史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学，整形外科学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治，行政学，NPO論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会開発論，国際労働移動 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理学 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者福祉論，コミュニティケア論 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ論，福祉社会学，臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障論，福祉政策論，福祉国家論，ニュージーランドの社会保障 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学，社会的・連帯経済 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性福祉領域，ジェンダーに関わる領域 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ社会学，スポーツプロモーション論 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 130 - 

■WD333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネス論，スピリチュアルマネジメント論，野外環境論，野外活動 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチング科学，トレーニング論 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康心理学，スポーツ心理学，ストレスマネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ栄養学（競技力向上および健康増進のための栄養学） 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，ソーシャルワーク実践理論，ソーシャルワーク倫理 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

運動生理学，環境生理学，コーチ学，ゲーム分析，フィジカル分析，フットボールサイエ

ンス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとジェンダー学，学校教育におけるジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，精神保健福祉 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権利擁護システム，福祉マネジメント論 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境生理学，温熱生理学，発育発達 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉論，コミュニティワーク，社会福祉史 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPO論，社会的企業論，経営組織論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の理念と構造，福祉サービス提供体制論，公的扶助論，障害福祉政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困・生活困窮者支援，地域における福祉サービスの提供システム 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学，政策過程論，地方行政論 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪社会学，司法福祉論，修復的司法 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

障害者福祉論，ノーマライゼーション論，スティグマ問題，障害福祉支援の方法論，障碍

者の福祉文化活動 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学，宗教史学，深層心理学，日本の思想史と文化史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学，整形外科学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治，行政学，NPO論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会開発論，国際労働移動 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理学 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者福祉論，コミュニティケア論 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD428 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ論，福祉社会学，臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD429 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障論，福祉政策論，福祉国家論，ニュージーランドの社会保障 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学，社会的・連帯経済 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性福祉領域，ジェンダーに関わる領域 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ社会学，スポーツプロモーション論 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネス論，スピリチュアルマネジメント論，野外環境論，野外活動 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD435 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチング科学，トレーニング論 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康心理学，スポーツ心理学，ストレスマネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 161 - 

■WD437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ栄養学（競技力向上および健康増進のための栄養学） 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，ソーシャルワーク実践理論，ソーシャルワーク倫理 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD439 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

運動生理学，環境生理学，コーチ学，ゲーム分析，フィジカル分析，フットボールサイエ

ンス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとジェンダー学，学校教育におけるジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，精神保健福祉 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権利擁護システム，福祉マネジメント論 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境生理学，温熱生理学，発育発達 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉論，コミュニティワーク，社会福祉史 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPO論，社会的企業論，経営組織論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の理念と構造，福祉サービス提供体制論，公的扶助論，障害福祉政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 171 - 

■WD515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困・生活困窮者支援，地域における福祉サービスの提供システム 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学，政策過程論，地方行政論 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪社会学，司法福祉論，修復的司法 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

障害者福祉論，ノーマライゼーション論，スティグマ問題，障害福祉支援の方法論，障碍

者の福祉文化活動 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学，宗教史学，深層心理学，日本の思想史と文化史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学，整形外科学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治，行政学，NPO論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会開発論，国際労働移動 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理学 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者福祉論，コミュニティケア論 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ論，福祉社会学，臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障論，福祉政策論，福祉国家論，ニュージーランドの社会保障 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD530 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学，社会的・連帯経済 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性福祉領域，ジェンダーに関わる領域 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD532 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ社会学，スポーツプロモーション論 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネス論，スピリチュアルマネジメント論，野外環境論，野外活動 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD535 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチング科学，トレーニング論 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD536 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康心理学，スポーツ心理学，ストレスマネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD537 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ栄養学（競技力向上および健康増進のための栄養学） 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD538 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，ソーシャルワーク実践理論，ソーシャルワーク倫理 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD539 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

運動生理学，環境生理学，コーチ学，ゲーム分析，フィジカル分析，フットボールサイエ

ンス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD540 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとジェンダー学，学校教育におけるジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD541 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，精神保健福祉 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 194 - 

■WD542 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権利擁護システム，福祉マネジメント論 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD543 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境生理学，温熱生理学，発育発達 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉論，コミュニティワーク，社会福祉史 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NPO論，社会的企業論，経営組織論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の理念と構造，福祉サービス提供体制論，公的扶助論，障害福祉政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困・生活困窮者支援，地域における福祉サービスの提供システム 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学，政策過程論，地方行政論 

担当者名 

（Instructor） 
外山 公美(TOYAMA KIMIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪社会学，司法福祉論，修復的司法 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

障害者福祉論，ノーマライゼーション論，スティグマ問題，障害福祉支援の方法論，障碍

者の福祉文化活動 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学，宗教史学，深層心理学，日本の思想史と文化史 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学，整形外科学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治，行政学，NPO論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会開発論，国際労働移動 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理学 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者福祉論，コミュニティケア論 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ論，福祉社会学，臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会保障論，福祉政策論，福祉国家論，ニュージーランドの社会保障 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学，社会的・連帯経済 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
女性福祉領域，ジェンダーに関わる領域 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ社会学，スポーツプロモーション論 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネス論，スピリチュアルマネジメント論，野外環境論，野外活動 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーチング科学，トレーニング論 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康心理学，スポーツ心理学，ストレスマネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ栄養学（競技力向上および健康増進のための栄養学） 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD738 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，ソーシャルワーク実践理論，ソーシャルワーク倫理 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

運動生理学，環境生理学，コーチ学，ゲーム分析，フィジカル分析，フットボールサイエ

ンス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとジェンダー学，学校教育におけるジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療ソーシャルワーク，精神保健福祉 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権利擁護システム，福祉マネジメント論 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境生理学，温熱生理学，発育発達 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


