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■UM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM111／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の立案（１） 

3. 研究計画の立案（２） 

4. 研究計画の立案（３） 

5. 先行研究のレビュー（１） 

6. 先行研究のレビュー（２） 

7. 先行研究のレビュー（３） 

8. 具体的研究方法の決定と準備（１） 

9. 具体的研究方法の決定と準備（２） 

10. 具体的研究方法の決定と準備（３） 

11. 具体的研究方法の決定と準備（４） 

12. 予備調査／実験の実施（１） 

13. 予備調査／実験の実施（２） 

14. 予備調査／実験の実施（３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/文献レビュー(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM112／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の立案（１） 

3. 研究計画の立案（２） 

4. 研究計画の立案（３） 

5. 先行研究のレビュー（１） 

6. 先行研究のレビュー（２） 

7. 先行研究のレビュー（３） 

8. 具体的研究方法の決定と準備（１） 

9. 具体的研究方法の決定と準備（２） 

10. 具体的研究方法の決定と準備（３） 

11. 具体的研究方法の決定と準備（４） 

12. 予備調査／実験の実施（１） 

13. 予備調査／実験の実施（２） 

14. 予備調査／実験の実施（３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/文献レビュー(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM113／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の立案（１） 

3. 研究計画の立案（２） 

4. 研究計画の立案（３） 

5. 先行研究のレビュー（１） 

6. 先行研究のレビュー（２） 

7. 先行研究のレビュー（３） 

8. 具体的研究方法の決定と準備（１） 

9. 具体的研究方法の決定と準備（２） 

10. 具体的研究方法の決定と準備（３） 

11. 具体的研究方法の決定と準備（４） 

12. 予備調査／実験の実施（１） 

13. 予備調査／実験の実施（２） 

14. 予備調査／実験の実施（３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/文献レビュー(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM114／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の立案（１） 

3. 研究計画の立案（２） 

4. 研究計画の立案（３） 

5. 先行研究のレビュー（１） 

6. 先行研究のレビュー（２） 

7. 先行研究のレビュー（３） 

8. 具体的研究方法の決定と準備（１） 

9. 具体的研究方法の決定と準備（２） 

10. 具体的研究方法の決定と準備（３） 

11. 具体的研究方法の決定と準備（４） 

12. 予備調査／実験の実施（１） 

13. 予備調査／実験の実施（２） 

14. 予備調査／実験の実施（３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/文献レビュー(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM115／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の立案（１） 

3. 研究計画の立案（２） 

4. 研究計画の立案（３） 

5. 先行研究のレビュー（１） 

6. 先行研究のレビュー（２） 

7. 先行研究のレビュー（３） 

8. 具体的研究方法の決定と準備（１） 

9. 具体的研究方法の決定と準備（２） 

10. 具体的研究方法の決定と準備（３） 

11. 具体的研究方法の決定と準備（４） 

12. 予備調査／実験の実施（１） 

13. 予備調査／実験の実施（２） 

14. 予備調査／実験の実施（３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/文献レビュー(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM116／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI 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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習２ (秋学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の立案（１） 

3. 研究計画の立案（２） 

4. 研究計画の立案（３） 

5. 先行研究のレビュー（１） 

6. 先行研究のレビュー（２） 

7. 先行研究のレビュー（３） 

8. 具体的研究方法の決定と準備（１） 

9. 具体的研究方法の決定と準備（２） 

10. 具体的研究方法の決定と準備（３） 

11. 具体的研究方法の決定と準備（４） 

12. 予備調査／実験の実施（１） 

13. 予備調査／実験の実施（２） 

14. 予備調査／実験の実施（３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/文献レビュー(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM121／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 予備実験／調査結果の分析（１） 

3. 予備実験／調査結果の分析（２） 

4. 本実験／調査計画の立案（１） 

5. 本実験／調査計画の立案（２） 

6. 本実験／調査方法の決定と準備（１） 

7. 本実験／調査方法の決定と準備（２） 

8. 実験／調査の実施（１） 

9. 実験／調査の実施（２） 

10. 結果の分析と考察（１） 

11. 結果の分析と考察（２） 

12. 論文の執筆（１） 

13. 論文の執筆（２） 

14. 研究発表の準備 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%)/結果の分析と考察(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM122／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 予備実験／調査結果の分析（１） 

3. 予備実験／調査結果の分析（２） 

4. 本実験／調査計画の立案（１） 

5. 本実験／調査計画の立案（２） 

6. 本実験／調査方法の決定と準備（１） 

7. 本実験／調査方法の決定と準備（２） 

8. 実験／調査の実施（１） 

9. 実験／調査の実施（２） 

10. 結果の分析と考察（１） 

11. 結果の分析と考察（２） 

12. 論文の執筆（１） 

13. 論文の執筆（２） 

14. 研究発表の準備 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%)/結果の分析と考察(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM123／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 予備実験／調査結果の分析（１） 

3. 予備実験／調査結果の分析（２） 

4. 本実験／調査計画の立案（１） 

5. 本実験／調査計画の立案（２） 

6. 本実験／調査方法の決定と準備（１） 

7. 本実験／調査方法の決定と準備（２） 

8. 実験／調査の実施（１） 

9. 実験／調査の実施（２） 

10. 結果の分析と考察（１） 

11. 結果の分析と考察（２） 

12. 論文の執筆（１） 

13. 論文の執筆（２） 

14. 研究発表の準備 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%)/結果の分析と考察(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM124／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 予備実験／調査結果の分析（１） 

3. 予備実験／調査結果の分析（２） 

4. 本実験／調査計画の立案（１） 

5. 本実験／調査計画の立案（２） 

6. 本実験／調査方法の決定と準備（１） 

7. 本実験／調査方法の決定と準備（２） 

8. 実験／調査の実施（１） 

9. 実験／調査の実施（２） 

10. 結果の分析と考察（１） 

11. 結果の分析と考察（２） 

12. 論文の執筆（１） 

13. 論文の執筆（２） 

14. 研究発表の準備 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%)/結果の分析と考察(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM125／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar on Master's Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢修士論文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 修士論文を作成する前期課程２年次生を対象に, 研究と論文執筆の指導を行う｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき, 詳細な研究計画の設定, 研究の遂行, データの分析, 論文執筆について指導する｡ ｢修士論

文指導演習１ (春学期) ｣ と併せて, 指導は心理学専攻所属の教員 (指導教員,副指導教員) が担当する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 予備実験／調査結果の分析（１） 

3. 予備実験／調査結果の分析（２） 

4. 本実験／調査計画の立案（１） 

5. 本実験／調査計画の立案（２） 

6. 本実験／調査方法の決定と準備（１） 

7. 本実験／調査方法の決定と準備（２） 

8. 実験／調査の実施（１） 

9. 実験／調査の実施（２） 

10. 結果の分析と考察（１） 

11. 結果の分析と考察（２） 

12. 論文の執筆（１） 

13. 論文の執筆（２） 

14. 研究発表の準備 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/実験／調査の準備(25%)/実験／調査の実施(25%)/結果の分析と考察(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導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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■UM131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM131／基礎心理学研究法 

(Research Methods in Psychonomic Science) 

担当者名 

（Instructor） 
木原 健(KIHARA KEN) 

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） 
PSY5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実験心理学の研究手法とその背景のある理論的体系について、実践可能なレベルで理解することを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎心理学の研究遂行に必要な知識と技術について概説する。研究テーマの設定から、文献調査などの準備段階、実験の実

施、成果発表に至るまで、研究の各ステップについて具体的事例を交えながら解説する。また、職業としての基礎心理学者の実

際や、研究倫理についても説明する。受講者自身の研究活動に応用できるように、受講者の関心や理解度に応じて授業計画の

内容は柔軟に変更する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による自身の研究紹介 

3. 研究テーマの選定と研究戦略 

4. 文献の探し方と読み方 

5. 実験デザイン 

6. 従属変数（行動指標と生理指標） 

7. 研究倫理に関わる諸問題 

8. データ解析手法 

9. 結果考察のポイント 

10. 論文執筆（1） 論文の全体構成 

11. 論文執筆（2） パラグラフライティング 

12. 論文執筆（3） 論文投稿と査読 

13. 学会発表 

14. 職業としての基礎心理学者 

 

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

準備学習が必要な場合はその都度指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席及び授業への取り組み(20%)/発表・発言内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

その都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM132／応用心理学研究法 

(Research Methods in Applied Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究の立案・実施・論文作成の技法 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

応用心理学を研究するにあたって、どのように研究に取り組めばよいかについて考究する。これによって、修士課程において、修

士論文作成に至るまでの過程において必要な事項を理解し、修士のみならず博士以降における研究活動の基礎を理解する。実

際に研究を実施し、学会で発表し、論文を作成して投稿するという一連の研究活動のプロセスにおける重要な課題を理解し、以

降の研究活動の基盤を形成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記に挙げる定評のあるテキスト”The Psychologist's Companion: A Guide to Writing Scientific Papers for Students and 

Researchers”を輪読し、考察していく。受講者はそれぞれ担当章のレジュメを作成し、発表する。発表をもとに討論を行い、研究

方法についての理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 将来のキャリア別に大学院修士課程で必要なこと 

2. 心理学論文への誤解 

3. 研究テーマの見つけ方 

4. 文献研究 

5. 研究の立案 

6. 語句の選択 

7. 誤りやすい用語 

8. ＡＰＡマニュアル 

9. データ表現法 

10. 論文の評価基準 

11. 研究・記述にあたっての倫理 

12. 論文投稿 

13. 論文推敲 

14. まとめ 

 

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

発表者は担当章のレジュメを作成する。発表者以外でもそれぞれの章の内容には毎回事前に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. R. Sternberg ＆ K. Sternberg. 2010. The Psychologist's Companion: A Guide to Writing Scientific Papers for Students and 

Researchers. Cambridge University Press (ISBN:0521144825) 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤清志・沼崎誠・村田光二 (編)、2009、『新版 社会心理学研究入門』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130120494) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM203／認知心理学特殊研究 

(Advanced Studies in Cognitive Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「判断と意思決定」の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI 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） 
PSY5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「判断と意思決定」に関する最近の心理学的研究を理解し，検討を加える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「判断と意思決定」に関する最近の英文専門書（handbook）から，発表者は自らの興味に従って章を選択し，レポート発表を行

い，受講生全員で討論する。 

発表者は，当日レジュメを用意し，受講生全員に配布して説明を行う。発表者以外の受講生も，必ず文献を予習し，発表後に討

論を行う。発表技法や研究技法に関しては，適宜指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. レポート発表と討論(1) 

3. レポート発表と討論(2) 

4. レポート発表と討論(3) 

5. レポート発表と討論(4) 

6. レポート発表と討論(5) 

7. レポート発表と討論(6) 

8. レポート発表と討論(7) 

9. レポート発表と討論(8) 

10. レポート発表と討論(9) 

11. レポート発表と討論(10) 

12. 研究発表(1) 

13. 研究発表(2) 

14. 研究発表(3) 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容と発表技量(50%)/議論への参加と出席(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Keren, G., & Wu, G. (Eds.). 2015. The Wiley Blackwell handbook of judgment and decision making (I, II). Wiley Blackwell 

(ISBN:9781118468395) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM204／学習心理学特殊研究 

(Advanced Studies in the Psychology of Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

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） 
PSY5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文の抄読と討論を通して，学習心理学分野，とくに実験的行動分析における最近の研究動向について理解を深めるとともに，

研究に対する批判力と新しい研究の構想力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として最近数ヶ年に刊行された行動分析の専門誌から受講者の興味に従って論文を選び，これを紹介したうえで受講者全

員による討論をおこなう。討論にあたっては，批判的に論文を議論するだけでなく，新しい研究につながるような着想や発展的な

方向での議論を要求する。行動分析の専門誌とは Journal of the Experimental Analysis of Behavior，Journal of Applied 

Behavior Analysis，Behavioural Processes（の一部）などである。詳細は初回ガイダンスで説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 発表と討論 6 

8. 発表と討論 7 

9. 発表と討論 8 

10. 発表と討論 9 

11. 発表と討論 10 

12. 発表と討論 11 

13. 発表と討論 12 

14. 発表と討論 13 

 

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

授業時に指示する。またメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/討論(40%)/論文の選択(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. McSweeney, F.K. & Murphy, E.S. (Eds.). 2014. The Wiley Blackwell handbook of operant and classical conditioning. Wiley-

Blackwell (ISBN:9781118468180) 

2. Madden, G.J. (Ed.). 2012. APA handbook of behavior analysis. APA (ISBN:9781433811111) 

3. Pierce, W.D. & Cheney, C.D.. 2013. Behavior analysis and learning (5th ed.). Psychology Press (ISBN:9781848726154) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM205／社会心理学特殊研究 

(Advanced Studies in Social Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PRE-SUASION 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記のテキストを用いて、pre-suasion について考察を深め、以て各自の研究への応用を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Robert Cialdini 教授による古典的名著とされる“Influence”が上梓されてから、30 年以上が経ている。それは如何に人を動かすか

の原理、原則を解説したものである。彼が他人を動かすための前準備のテクニックについて解説したものが、この“Pre-suasion”

である。Pre-suasion とは、pre(前)と suasion(勧告・説得)を合わせた Cialdini 教授による造語である。本書を輪読する。その際、

担当者は、各章（節）を担当して解説する。さらにその章で紹介されている研究の中で、担当者が最も興味深かったと思う研究論

文についても調べ、併せてその概要を紹介する。その後受講生の間で議論をして理解を深めるとともに、各人の研究テーマとの

関連性を考究していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 担当章（節）の決定 

3. Previleged moments 

4. The importance of attention 

5. What's focal is causal 

6. Commanders of attention 

7. The primacy of associations 

8. Persuasive geographies 

9. The mechanics of pre-suasion 

10. Six main roads to change 

11. Being together 

12. Acting together 

13. Ethical use 

14. Post-suasion 

 

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

下記のテキストを輪読する。その際、担当者を各章（あるいは各節）ごとに決める。担当者は、レジュメを作成して、受講者全員に

配布する。レジュメには章の要約とそこに示されている１つの研究の要約も記載すること。レジュメに基づいて発表を行った後、全

員で討論を行う。自分の担当章（節）以外の部分にも目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当発表(50%)/討論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Cialdini, R.. 2016. Pre-suasion. Simons & Schuster (978-5011-0979-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM207／応用行動分析学特殊研究 

(Advanced Studies in Applied Behavior Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉分野に関する理論と支援の展開 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障害児や障害者の心理社会的課題を理解するとともに，その支援と方法について，保健福祉法制もふまえながら実践できる力

量を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を参照しながら，身体障害・知的障害・発達障害・精神障害の事例を読み解く形で講読と演習を進める。授業では「Ⅰ．障

害概要の理解」に続いて「Ⅱ．地域生活支援の実際」「Ⅲ．自立生活支援の実際」「Ⅳ．家族支援の実際」と進め，最後に「Ⅴ．保

健福祉法制と多職種連携」について検討する。 

なお本授業は、福祉分野に関わる公認心理師の実践について具体的に取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 障害者権利条約と４障害の概要 

2. 母子保健法と乳幼児健康診査 

3. 事例検討① 

（育ちが気になる子どもへの育児成育支援をめぐって） 

4. 地域の心理・福祉サービスの現状 

（各自の実態調査内容の報告） 

5. 児童福祉法と要保護児童対策地域協議会 

6. 事例検討② 

（育ちが気になる子どもへの虐待予防支援をめぐって） 

7. 学校保健法と就学時健康診断 

8. 事例検討③ 

（知的障害のある子どもへの就学支援をめぐって） 

9. 学校教育法と特別支援教育 

10. 事例検討④ 

（身体障害のある子どもの適正就学をめぐって） 

11. 障害者総合支援法と相談支援事業 

12. 事例検討⑤ 

（精神障害のある成人への地域生活支援をめぐって） 

13. 成年後見制度と社会的養護 

14. 事例検討⑥ 

（知的障害のある成人への家庭生活支援をめぐって） 

 

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

１．事例検討①～⑥の資料は、事前に Blackboardに提示するので、内容を理解して授業に臨むこと 

２．第４回授業の「実態調査内容の報告」については、大型連休を使ってヒアリングを行うこと 

（＊「実態調査内容の報告」は、課題提出 30％として評価する） 

３．第８回授業終了時と第 14 回授業終了時に、小レポート（30％）の提出を求めるので、毎回授業後に、 

講読・演習内容をまとめておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小澤温編、2016、『よくわかる障害者福祉［第６版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623076444) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献は，Blackboardなどに提示する 

２．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■UM208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM208／人格心理学特殊研究 

(Advanced Studies in the Psychology of Personality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人格心理学、青年心理学の手記分析、面接法など質的研究法の演習 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

青年心理学，人格心理学におけるアイデンティティ理論に関する内外の文献を講読し，全員での討論を通じて，理論への理解を

深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は１つ以上の文献を担当し，レジュメを作成するとともに，授業内でプレゼンテーションする。それをもとに全員で議論を進

める。 

扱う内容としては，E.H.Eriksonの漸成発達理論を中心に，人格の生涯発達，青年期のアイデンティティ形成，初期成人期の親密

性，恋愛，ケアなどのテーマを視野に入れている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究法概説１ 

2. 研究法概説２ 

3. 研究法概説３ 

4. 院生によるプレゼンテーション１ 

5. 院生によるプレゼンテーション２ 

6. 院生によるプレゼンテーション３ 

7. 院生によるプレゼンテーション４ 

8. 院生によるプレゼンテーション５ 

9. 院生によるプレゼンテーション６ 

10. 院生によるプレゼンテーション７ 

11. 院生によるプレゼンテーション８ 

12. 院生によるプレゼンテーション９ 

13. 院生によるプレゼンテーション１０ 

14. まとめ 

 

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

参考文献から漸成発達理論、アイデンティティ理論について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. E.H.エリクソン、1977、『幼児期と社会１』、みすず書房 (ISBN:4622022818) 

2. E.H.エリクソン、1980、『幼児期と社会２』、みすず書房 (ISBN:4622022826) 

3. E.H.エリクソン、2011、『アイデンティティとライフサイクル』、誠信書房 (ISBN:441441444X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM209／発達心理学特殊研究 

(Advanced Studies in Developmental Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達心理学の基本的知見、理論や方法論を修得するとともに、発達的な現象把握について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業の前半は幼児期、児童期を中心に、認知機能の発達と社会性の発達の諸問題を講義する。後半は講義で取り上げた問題

に関連する研究論文を受講者が批判的に検討して発表を行い、受講者全員で討論を行う。 

 なお本授業は、福祉分野に関わる公認心理師の実践について具体的に取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義１：発達心理学とは 

2. 講義２：知覚の発達 

3. 講義３：言語の発達 

4. 講義４：ピアジェの認知発達論 

5. 講義５：アタッチメントと親子関係 

6. 講義６：道徳性の発達 

7. 講義７：発達のしょうがいと臨床 

8. レポート発表と討論１ 

9. レポート発表と討論２ 

10. レポート発表と討論３ 

11. レポート発表と討論４ 

12. レポート発表と討論５ 

13. レポート発表と討論６ 

14. レポート発表と討論７ 

 

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

指定された研究論文は授業時間外に精読し、レポートの作成を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート発表(60%)/討論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

授業の性質上、受講者の積極的な関わりが期待される。 

 

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） 

 

 

  



 - 21 - 

■UM213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM213／心理統計法特殊研究 

(Advanced Studies in Statistical Methods for Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 健太郎(NAKAMURA KENTARO) 

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） 
PSY5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究において用いられる主要なデータ解析法について，理論的な枠組みを理解する。 

自分の研究領域と関心に基づく研究課題（リサーチクエスチョン）に対応したデータ分析の方法を適切に選択できるようになる。 

誤用を避け，結果を適切に解釈できるよう分析方法の理論的な理解を深めつつ，アプリケーションソフトウェアによる具体的な分

析手続を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

代表的なデータ解析法を取り上げ，理論的な考え方, 分析手順，ソフトウェアの使い方，分析における留意点について理解を深

める。レポーターによる発表や討論に加え，コンピュータを用いた実習も積極的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 統計法の基礎の確認 

3. 分散分析（要因計画）と下位検定 

4. 回帰分析の基礎 

5. 重回帰分析 

6. 探索的因子分析と尺度構成 

7. 確認的因子分析 

8. パス解析 

9. 実践上の注意 

10. 共分散構造分析（構造方程式モデリング）の基礎 

11. 共分散構造分析の実践 

12. 共分散構造分析の応用 

13. 共分散構造分析の発展的活用 

14. まとめ 

 

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

統計法の基礎に関して，入門的な教科書で確認をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業時の発表(30%)/提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にそれぞれのデータ解析法に応じた文献を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM214／現代心理学特殊研究 

(Advanced Studies in Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己制御の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
原島 雅之(HARASHIMA 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） 
PSY5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自己制御およびその研究手法に関する基礎的な知識を得ることを目指す。 

また、自己制御という共通の枠組みを通して、心理学の諸分野とそれらの間の関連についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

目標を設定し、その目標追求のために自己を制御する様々なプロセスは、人間の行動理解の基本的な枠組みとして捉えることが

できる。本講義では、心理学における自己制御研究のこれまでと近年の動向について概観し、感情や動機づけ、対人関係やパ

ーソナリティなどといった、人間の多様な側面との関わりについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 自己制御（self-regulation）とは 

3. 欲求と目標追求 

4. 計画と実行 

5. 自己制御資源モデル 

6. 資源モデルへの批判とその後の展開 

7. 自己制御の自動性 

8. 感情の制御 

9. 対人関係と自己制御 

10. 自己制御に関わるパーソナリティ特性 

11. 自己制御における発達・教育的視点 

12. 犯罪・適応と自己制御 

13. 自己制御と精神的健康 

14. 自己制御と経済活動 

 

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。 

ただし、自身の研究テーマとの関わりについては常に意識をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/課題への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Vohs, K. D. & Baumeister, R. F. (Eds.). 2016. Handbook of Self-Regulation (3rd Edition): Research, Theory, and  Applications. 

Guilford Press (ISBN:1462520456) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM215／認知・言語心理学特殊研究 

(Advanced Studies in Cognitive and Linguistic Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究論文を読み、その内容について議論し、認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景

の認知を中心とした領域の最近の研究動向を知る。さらに、研究に対する批判力と、研究を大局的な視点から評価する力を養

う。また、研究についてのディスカッションやプレゼンテーションのしかたを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域の最近の研究論文

（基本的に英語論文）を読み、毎回の担当者が発表し、受講者全員で議論する。担当する論文は受講者それぞれの興味を考慮

しつつ決める。ただ単に論文の内容を読むだけではなく、論文の Introduction や Discussion に書かれている内容について深く掘

り下げて読み、その論文の研究が行われた理論的背景や、学問の大きな流れの中での位置づけについても調べ、議論する。そ

のため、1 つの論文を読む際には、他の関連する論文等の調査も欠かせない。また、特に発表者は、これらの内容について、受

講者全体の理解や議論を促進できるようなプレゼンテーションを行うことが求められる。このような視点での論文の読み方、ディス

カッションのしかた、プレゼンテーションのしかたについて指導する。 

上記の通り、認知心理学を中心とした研究領域を主に扱うが、この領域を自分自身の専門としていなくても、この授業の内容に興

味を持つすべての学生の履修を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 発表と討論 6 

8. 発表と討論 7 

9. 発表と討論 8 

10. 発表と討論 9 

11. 発表と討論 10 

12. 発表と討論 11 

13. 発表と討論 12 

14. 発表と討論 13 

 

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

受講者は全員、毎回の授業で扱う論文を事前によく読んでくること。また発表担当の論文についてはプレゼンテーションの準備を

行う必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/毎回の授業での積極的な議論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM304／学習心理学特殊演習 

(Advanced Seminar on the Psychology of Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

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） 
PSY5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習・行動領域，とくに実験的行動分析の研究分野において，独力で研究を計画・遂行し，データを適切に処理した上で論文や

学会発表の形で公表できるような能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習・行動領域，とくに実験的行動分析の研究分野において，先行研究を踏まえて独自の研究を計画し，インストルメンテーショ

ンを含む種々の準備をおこない，実験を実施し，入手したデータを処理し，成果を学会で発表したり論文化するといった，研究者

として必要な知識と技能，そして思考力を身につけられるように指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表・進捗報告・討論 1 

3. 研究発表・進捗報告・討論 2 

4. 研究発表・進捗報告・討論 3 

5. 研究発表・進捗報告・討論 4 

6. 研究発表・進捗報告・討論 5 

7. 研究発表・進捗報告・討論 6 

8. 研究発表・進捗報告・討論 7 

9. 研究発表・進捗報告・討論 8 

10. 研究発表・進捗報告・討論 9 

11. 研究発表・進捗報告・討論 10 

12. 研究発表・進捗報告・討論 11 

13. 研究発表・進捗報告・討論 12 

14. 総合討論と総括 

 

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

授業時に指示する。また必要に応じてメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(70%)/討論(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣中直行編、2011、『心理学研究法 3 学習・動機・情動』、誠信書房 (ISBN:9784414301830) 

2. 上田恵介ほか編、2013、『行動生物学辞典』、東京化学同人 (ISBN:9784807908370) 

その他，随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM305／社会心理学特殊演習 

(Advanced Seminar on Social Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
応用社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学の演習 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学を行うための知識、技法を習得するとともに、研究の質を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は研究カンファレンスの形式で実施し、履修者各自の研究と、研究室が推進するプロジェクト研究について、進捗状況の報

告、意見交換、情報交換、相互アドバイスなどを行う。4 年生の卒論研究に関する意見交換も行い、研究を援助してもらうこともあ

る。必要に応じて、必要な技法の習得の実習を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究カンファレンス１ 

2. 研究カンファレンス２ 

3. 研究カンファレンス３ 

4. 研究カンファレンス４ 

5. 研究カンファレンス５ 

6. 研究カンファレンス６ 

7. 研究カンファレンス７ 

8. 研究カンファレンス８ 

9. 研究カンファレンス９ 

10. 研究カンファレンス１０ 

11. 研究カンファレンス１１ 

12. 研究カンファレンス１２ 

13. 研究カンファレンス１３ 

14. 研究カンファレンス１４ 

 

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

履修登録の前提として、社会心理学、産業・組織心理学の基礎知識が必須である。履修後はメーリングリスト等で授業に必要な

準備の指示を適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自身の研究の質・量(40%)/研究室プロジェクトへの貢献(20%)/研究カンファレンスでの積極的発言(20%)/後進の研究支援(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM308／人格心理学特殊演習 

(Advanced Seminar on Personality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝記分析法の演習 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アイデンティティ理論を提唱した E.H.Erikson の心理歴史的接近法にならい，伝記資料を用い，個人の生育史を人格発達の観点

から分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生はそれぞれ１人の人物の伝記の分析を担当し，授業内で数回にわたってプレゼンテーションする。それをもとに議論を進

める。 

扱う内容としては，主に E.H.Erikson の漸成発達理論を分析の切り口として，親子関係，その他の家族関係，青年期のアイデンテ

ィティ形成，初期成人期の親密性，恋愛，ケアなどのテーマを視野に入れている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 伝記分析法概説１ 

2. 伝記分析法概説２ 

3. 伝記分析法概説３ 

4. 院生によるプレゼンテーション１ 

5. 院生によるプレゼンテーション２ 

6. 院生によるプレゼンテーション３ 

7. 院生によるプレゼンテーション４ 

8. 院生によるプレゼンテーション５ 

9. 院生によるプレゼンテーション６ 

10. 院生によるプレゼンテーション７ 

11. 院生によるプレゼンテーション８ 

12. 院生によるプレゼンテーション９ 

13. 院生によるプレゼンテーション１０ 

14. まとめ 

 

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

参考文献：自己心理学〈1〉自己心理学研究の歴史と方法 Pp.129.-149. を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 榎本博明他、2008、『自己心理学〈1〉自己心理学研究の歴史と方法』、金子書房 (ISBN:476089411X) 

2. E.H.エリクソン、2003、『青年ルター』、みすず書房 (ISBN:4622039737) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM309／発達心理学特殊演習 

(Advanced Studies on Developmental Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会性の発達、学校教育心理学に関して受講者ごとのテーマを設定し、研究発表とカンファレンスを行うことにより、実証的な発

達研究、教育研究を遂行するための基礎的知識と技能の修得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は各自のテーマ（愛着、親子関係、自己制御、他者理解、教師-児童生徒関係、教師力量、学習意欲、学級集団構造、学

級適応等）に関する最近の内外学術論文を広く展望して批判的に検討し、レポート発表を行う。このレポート発表について、受講

者全員で討論する。また、レポート発表と並行して、各受講者の研究の進捗状況についても発表を行い、検討を行う。 

発達心理学、教育心理学、及びその関連領域で研究を遂行する学生の履修が望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表と討論（１） 

3. 発表と討論（２） 

4. 発表と討論（３） 

5. 発表と討論（４） 

6. 発表と討論（５） 

7. 発表と討論（６） 

8. 発表と討論（７） 

9. 発表と討論（８） 

10. 発表と討論（９） 

11. 発表と討論（10） 

12. 発表と討論（11） 

13. 発表と討論（12） 

14. 発表と討論（13） 

 

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

レポート発表のための学術論文の精読、レポート作成は、授業外の時間に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート発表(80%)/討論への参加(20%) 

 

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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■UM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM310／英語論文作成演習 

(Seminar on Writing English Paper) 

担当者名 

（Instructor） 
中島 亮一(NAKASHIMA RYOICHI) 

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） 
PSY5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学の英語論文執筆に必要な実践的能力の訓練を行う｡限られた語彙や表現レパートリーでも､ きちんと準備して、どのよう

に論文を構成するかの要点を押さえれば､ わかりやすく明確な英語論文を書くことができる｡要点を明確化し簡潔な英語で表現

することを学び、 大切なポイントが伝わる論文が書けるようになることを目指す｡ 実際に要約や論文を書く実習をしながら､1 本

の論文を最後まで書き上げることを目標とする｡   

 

授業の内容（Course Contents） 

(１) 論文の構造、展開のさせ方を学び、実際にネイティブスピーカーが書いた英語論文を分析し､論文としての要点は何か､ そ

れをどう表現しているか を考える｡ 

(２) 自分自身の研究データについて､（１）で学んだ論文の構造にしたがって、論文のアウトラインを作り議論する。 

(３) 論文の書き方についての講義を行ったうえで、作成したアウトラインを元にして、実際に英語論文を書く実習を行う｡ 

(４) 論文投稿を想定し､ カバーレターやレビューコメントへの返答レターを書く訓練を行う｡ 

以上の内容は､ 受講者数等に応じて多少変更することがある｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：なぜ英語論文を書くのか  

2. 英語論文のしくみを分析する (１)  

3. 英語論文のしくみを分析する (２)  

4. 英語で抄録を書く（１）  

5. 英語で抄録を書く（２）  

6. 執筆の準備：アウトラインの作成（１）  

7. 執筆の準備：アウトラインの作成（２）  

8. ｢方法｣ を書く  

9. ｢結果｣ を書く  

10. ｢序論｣ を書く 

11. ｢考察｣ を書く 

12. カバーレターを書く 

13. レビューコメントへの返事を書く 

14. まとめ・討議 

 

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

サンプル論文を読んでくることや､ 抄録や論文本文の英語原稿を自分で書いてくることなど､ 相応の時間が必要な事前準備が

ほぼ毎回求められる｡ また､ 他の受講生と原稿を交換して読み合い､ 互いににコメントを準備することもある｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(30%)/授業後の課題(50%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM311／現代心理学特殊演習 

(Advanced Seminar on Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学専攻（前期・後期課程）における総合演習 

担当者名 

（Instructor） 

堀 耕治(HORI KOUJI) 

小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

大野 久(ONO HISASHI) 

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） 
PSY5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が自身の研究について発表を行い，他の大学院生や専攻教員からの質問やアドバイスを受けることによって，研究テーマ，

方法，分析などの改善を図る。さらに他の大学院生の研究報告を聞き，討論を行うこと通して心理学研究への多面的な理解を深

め，研究能力を伸長させることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は心理学専攻所属教員全員による研究指導の場である。基本的には，研究指導教員全員と，大学院博士課程前期課

程・後期課程の大学院生全員が，毎回授業に出席する。司会進行や運営は大学院生が行う。大学院生による研究発表に対し，

全員で積極的に討論を行い，指導教員・副指導教員以外の研究指導教員からもアドバイス等を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表と討論(1) 

3. 研究発表と討論(2) 

4. 研究発表と討論(3) 

5. 研究発表と討論(4) 

6. 研究発表と討論(5) 

7. 研究発表と討論(6) 

8. 研究発表と討論(7) 

9. 研究発表と討論(8) 

10. 研究発表と討論(9) 

11. 研究発表と討論(10) 

12. 研究発表と討論(11) 

13. 研究発表と討論(12) 

14. 演習全体のまとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(70%)/授業への出席と討論参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM312／認知・言語心理学特殊演習 

(Advanced Seminar on Cognitive and Linguistic Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

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） 
PSY5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域の最近の研究の知

見に触れ、領域全体の研究の動向を把握し、その中における受講者自身の研究の位置づけを考える。また、成果を世の中に発

表するための技術と能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域（特に自分自身の研

究に近い領域）の最近の研究の内容や動向について、論文調査や学会参加を通じて知る。また、自分自身の研究と、当該領域

の最近の知見との関係を考える。具体的には、受講者全員に対して論文の内容を紹介したり、学会に参加した場合は学会で得

た最新の知見について報告したり、自分自身の研究内容について、当該領域の最近の知見と絡めた形でプレゼンテーションをし

たりして、その内容について受講者全員で議論する。また、必要に応じて担当教員と個別に面談を行う。これらを通じて、国内外

の学会や査読誌で研究成果を発表できるよう、自分自身の研究を磨く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表・討論（1） 

3. 発表・討論（2） 

4. 発表・討論（3） 

5. 発表・討論（4） 

6. 発表・討論（5） 

7. 発表・討論（6） 

8. 発表・討論（7） 

9. 発表・討論（8） 

10. 発表・討論（9） 

11. 発表・討論（10） 

12. 発表・討論（11） 

13. 発表・討論（12） 

14. 発表・討論（13） 

 

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

自分自身の研究に関連する研究や知識についての情報収集を常に欠かさないこと。また、状況が許す限りは、積極的に学会参

加をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(60%)/出席と議論への積極的な参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UM401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM401／心理臨床特殊研究１ 

(Advanced Studies in Clinical Psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA MIDORI) 

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） 
PSY5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学におけるさまざまな研究法について知り、演習を通して質的研究についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学におけるさまざまな研究法について紹介する。参考資料および研究論文を読み、発表とディスカッションを通して理解

を深める。また質的研究の演習を行い、実際にデータの収集、分析、発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 臨床心理学における実践的研究 

3. 研究の倫理 

4. 量的研究 

5. 質的研究 

6. 事例研究 

7. 質的研究の演習①：KJ 法の解説と研究テーマの決定 

8. 質的研究の演習②：データの収集と分析 

9. 質的研究の演習③：データの分析① 

10. 質的研究の演習④：データの分析② 

11. 質的研究の演習⑤：データの分析とまとめ 

12. 質的研究の演習⑥：データのまとめと発表準備 

13. 質的研究の演習⑦：発表とディスカッション 

14. まとめ 

 

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

研究法に関する資料および研究論文を読み、発表とディスカッションの準備を行う。質的研究の演習にあたり、資料を読んで方法

の予習・復習を行う。グループで行うため、必要に応じて授業時間外に話し合いや発表準備等を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションおよび演習への参加態度(40%)/発表準備と内容(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 下山晴彦・能智正博 編、2008、『心理学の実践的研究法を学ぶ』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1099-9) 

2. 福島哲夫 編、2016、『臨床現場で役立つ質的研究法』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1488-1) 

3. 川喜田二郎、1967、『発想法―創造性開発のために』、中央公論社 (ISBN:978-4121001368) 

4. 川喜田二郎、1970、『続・発想法―KJ法の展開と応用』、中央公論社 (ISBN:978-4121002105) 

5. 津川律子・遠藤裕乃、2011、『初心者のための臨床心理学研究実践マニュアル 第 2 版』、金剛出版 (ISBN:978-4772412193) 

6. 岩壁茂・杉浦義典編、2013、『臨床心理学 75（13 巻 3 号） 研究の方法を知る』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1313-8) 

7. 丹野義彦 編、2004、『臨床心理学全書 5 臨床心理学研究法』、誠信書房 (ISBN:978-4414413250) 

その他、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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■UM404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM404／コミュニティ心理学特殊研究 

(Advanced Studies in Community Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA MIDORI) 

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） 
PSY5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学に基づいた介入やさまざまな活動・実践について学び、福祉・教育・産業・医療などさまざまな領域での活動・

実践について知る。公認心理師・臨床心理士によるコミュニティにおける心理的問題の解決や改善、またメンタルヘルスやウェル

ビーイングの増進に向けたアプローチについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①家族関係等集団の関係性に焦点をあてた心理支援の理論と方法及び②地域社会や集団・組織に働きかける心理学的援助に

関する理論と方法について取り上げる。さらに③心理に関する相談、助言、指導等への上記①及び②の応用として、さまざまな

介入や多職種協働について学ぶ。活動・実践についての発表・ディスカッション、演習を通してコミュニティ心理学的なアプローチ

について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニティ心理学の理念と発想① 

3. コミュニティ心理学的アプローチの特徴① 

4. コミュニティ心理学的アプローチの特徴② 

5. 地域・福祉領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

6. 学校・教育領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

7. 産業領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

8. 医療・保健領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

9. 予防的介入・心理教育① 

10. 予防的介入・心理教育② 

11. コンサルテーション① 

12. コンサルテーション② 

13. コンサルテーション③ 

14. まとめ 

 

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

コミュニティにおける心理社会的問題や課題について関心を持ち、日頃から関連する要因や取り組みについて考えること。発表

およびディスカッションの準備を行うこと。各領域での実践や多職種との連携・協働について関心をもち調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組みとディスカッションへの参加(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/発表準備と内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 植村勝彦・高畠克子・箕口雅博・原裕視・久田満編、2012、『よくわかるコミュニティ心理学［第 2 版］』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623064915) 

2. 山本和郎、1986、『コミュニティ心理学 地域臨床の理論と実践』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-012020-3) 

3. 山本和郎、2000、『危機介入とコンサルテーション』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623032266) 

4. 氏原寛・成田義弘編、2000、『コミュニティ心理学とコンサルテーション・リエゾン』、培風館 (ISBN:978-4563056254) 

5. 金沢吉展編、2004、『臨床心理的コミュニティ援助論』、誠信書房 (ISBN:978-4414413311) 

6. 山本和郎編、2001、『臨床心理学的地域援助の展開』、培風館 (ISBN:978-4563056490) 

その他、授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UM405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM405／心理療法特殊研究 

(Advanced Studies in Psychotherapy) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 晋二(NISHITANI SHINJI) 

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） 
PSY5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理支援場面において、子どもに出会うことは少なくないが、その際、セラピストに求められるのは、大人に比べて未成熟な彼ら

の言語を補うかのようなイメージ表現を読み取ることである。そのため、本授業ではプレイセラピーに必要な基礎知識を学ぶだけ

でなく、イメージ表現に対するアプローチ方法も習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プレイセラピーの歴史や概論、セラピストとして必要な姿勢などの基礎的知識だけでなく、公認心理師として日々成長する子ども

の心の在りように対応すべく、力動的・認知発達的視点など応用的知識についても講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. プレイセラピー概論① 

3. プレイセラピー概論② 

4. プレイセラピーとユング心理学① 

5. プレイセラピーとユング心理学② 

6. プレイセラピーとユング心理学③ 

7. プレイセラピーとユング心理学④ 

8. プレイセラピーにおけるイメージ体験① 

9. プレイセラピーにおけるイメージ体験② 

10. プレイセラピーにおける箱庭療法 

11. プレイセラピーにおける描画療法 

12. 児童期ケースのプレイセラピー 

13. 思春期ケースのプレイセラピー 

14. 発達障害児ケースのプレイセラピー 

15. まとめ・レポート提出 

 

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

講師が配布する資料に関して予習・復習を行うことはもちろんのこと、適宜挙げる参考文献についても目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講師が用意・配布する資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜挙げる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主に講師による講義形式で授業を進めるが、適宜、検討やワークを行うため、学生には主体的態度で授業に臨むことを求める。 

 

注意事項（Notice） 

８月２日（木）１・２時限 ３日（金）１～３時限 ６日（月）・７日（火）各１～５時限 
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■UM406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UM406／学校心理学特殊研究 

(Advanced Studies in School Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA MIDORI) 

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） 
PSY5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育分野における問題や課題への取り組み、児童生徒の成長・発達をめざした援助について学ぶ。児童生徒を支えている人や

学校組織、関係機関などに対する理解を深め、公認心理師・臨床心理士による教職員や多職種との連携・協働による支援につ

いて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育分野に関わる心理学の専門家の実践について学ぶ。教育分野における問題や課題について取り上げ、それらに対して教育

相談やスクールカウンセリングにおいてどのような実践が行われているのかについて、発表やディスカッション、演習を通して理

解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 教育分野における問題・課題① 

3. 教育分野における問題・課題② 

4. 学校組織および関係機関の理解 

5. 教育相談・スクールカウンセリングの実践① 

6. 教育相談・スクールカウンセリングの実践② 

7. 教育相談・スクールカウンセリングの実践③ 

8. 教育相談・スクールカウンセリングの実践④ 

9. 教育相談・スクールカウンセリングの実践⑤ 

10. 教育相談・スクールカウンセリングの実践⑥ 

11. さまざまな支援① 

12. さまざまな支援② 

13. さまざまな支援③ 

14. まとめ 

 

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

授業における配布資料を事前に読み、関連する内容や疑問点について調べたり、ディスカッションの準備をしたりすること。発表

についても関連文献を調べるなど事前準備を行うこと。授業で取り上げた内容について各自の関心に基づいて学びを進め、最終

レポートに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組みとディスカッションへの参加(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/発表準備と内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒沢幸子・森俊夫・元永拓郎、2013、『明解！スクールカウンセリング 読んですっきり理解編』、金子書房 (ISBN:978-4-7608-

2645-2) 

2. かしまえりこ・神田橋條治、2006、『スクールカウンセリングモデル 100 例』、創元社 (ISBN:978-4422113791) 

その他、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN101／臨床心理学特論１ 

(Advanced Studies in Clinical Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
技法としてのクライエント中心療法 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

カール・ロジャーズの著作を通じて、カウンセリングや心理療法の過程はどのように進展し、そこで何が起きるのかを学び、治療・

回復・成長などの効果を促進するものは何かについて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

カール・ロジャーズ著「カウンセリングと心理療法―実践のための新しい概念―」を講読し、日常生活や自らの体験と照らし合わ

せ、ディスカッションによって理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・発表分担 

2. 第 1 章 

3. 第 2 章 

4. 第 3 章 

5. 第 4 章 

6. 第 5 章 

7. 第 6 章 

8. 第 7 章 

9. 第 8 章 

10. 第 9 章 

11. ハーバート・ブライアンのケース① 

12. ハーバート・ブライアンのケース② 

13. ハーバート・ブライアンのケース③ 

14. 総括討論 

 

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

テキストを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/発表(20%)/討論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. C.R.ロジャーズ、2005、『カウンセリングと心理療法―実践のための新しい心理療法―』、岩崎学術出版 (ISBN:4-7533-0503-

1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN102／臨床心理学特論２ 

(Advanced Studies in Clinical Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校臨床 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

藪垣 将(YABUGAKI SHO) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校臨床について学び，理解を深めることを目的とする。学校と他機関との連携、保護者との関わり、家族についての理解、シス

テム論的な見方を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日の主要な臨床実践の領域の一つとして、学校領域が挙げられる。学校現場では、システミックな認識論、複数の専門家間の

協働、行政や医療機関といった他機関との連携、保護者や教員を含む合同面接、特別支援教育における治療的アセスメントな

ど、独特の専門性が求められる。本講義では、実践的な内容を素材に、これらについての理解を深めることを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 統合的心理療法について学ぶ 

3. システム論と円環的因果律について学ぶ 

4. Transtheoretical model of Behavioral Change について学ぶ 

5. Client Centered Systemic Approachについて学ぶ 

6. 治療的アセスメントによる心理検査について学ぶ 

7. 治療的アセスメントによる心理検査について学ぶ 

8. 学校領域における心理職の役割と協働について学ぶ 

9. 教員へのコンサルテーションについて学ぶ 

10. ジェノグラムを用いた事例検討を行う 

11. HFPDD を理解する 

12. HFPDD を理解する 

13. 家族臨床ロールプレイを行う 

14. まとめ 

 

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

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義内でのディスカッション(30%)/講義内レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中釜洋子、『個人療法と家族療法をつなぐ―関係志向の実践的統合』、東京大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

講義内に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN103／臨床心理面接特論１ 

(Advanced Studies in Psychotherapy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，力動論や認知行動理論など主要な心理療法の理論モデルとその技法について理解することを目指す。また、心理

的支援を必要とするさまざまな対象や場面において、その特性を理解し、適切に支援方法を選択・調整できるようになることを目

指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の前半では、力動論に基づく心理療法の理論と方法や、行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法、その他の心理

療法の理論と方法について学ぶ。また後半では、上記らの心理療法を用いて、心理に関する相談、助言、指導等に活用・応用し

ていく具体的方法について学ぶ。さらには、心理に関する支援を要する者の特性や状況に応じた適切な支援方法の選択・調整の

仕方についても理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 心理療法の種類と共通する態度 

3. 認知行動療法の理論と技法① 

4. 認知行動療法の理論と技法② 

5. 認知行動療法の理論と技法③ 

6. 力動論の理論と技法① 

7. 力動論の理論と技法② 

8. その他の心理療法の理論と技法① 

9. その他の心理療法の理論と技法② 

10. 事例報告による面接過程の理解① 

11. 事例報告による面接過程の理解② 

12. 医療および福祉分野における面接の特徴 

13. 産業および教育分野における面接の特徴 

14. まとめ 

 

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

書籍や事例報告の文献をレジュメにまとめて発表してもらう予定である。 

授業資料を，あらかじめ Blackboardからダウンロードし，予習してもらうことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と課題への取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山上敏子、『方法としての行動療法』、金剛出版 

2. 坂野雄二、『60 のケースから学ぶ認知行動療法』、北大路書房 

3. 鈴木伸一・神村栄一、『実践家のための認知行動療法テクニックガイド』、北大路書房 

4. 下山晴彦、『公認心理師必携 精神医学と臨床心理の知識と技法』、医学書院 

5. グレン・O・ギャバ―ド、『精神力動的精神療法 基本テキスト』、岩崎学術出版社 

その他は講義内に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN104／臨床心理面接特論２ 

(Advanced Studies in Psychotherapy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理面接の体験学習 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学面接の体験学習により、自分自身の感受性、イメージ、応答、苦手なところなどの臨床心理実践に関わる特徴を理解

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

いくつかの方法により、部分的に面接を体験し、グループワークなどの方法を用いて体験学習を行う。 

自らの応答の特徴を理解する。 

他者に対する成長促進的な関わりを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

2. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

3. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

4. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

5. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

6. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

7. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

8. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

9. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

10. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

11. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

12. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

13. 面接場面の一部についてロールプレイを行い、その後、グループワークにより、自分や他者の面接の特徴について理解す

る。 

14. まとめ 

 

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

毎回の体験学習を振り返り、自己課題を明確にして次の学習の場にのぞむ。また、臨床実践と照らして自分の実践を振り返る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/体験学習への積極的な参加(60%)/他者に対する成長促進的関わり(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN105／臨床心理査定演習１ 

(Advanced Seminar in Personality Assessment 1) 

担当者名 

（Instructor） 
前川 真奈美(MAEKAWA MANAMI) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理的査定（アセスメント）および見立てをたてること（ケースフォーミュレーション）は，心理援助の根幹である。心理的アセスメン

トの基礎を学ぶこと，心理援助で用いられる主要な心理検査を実施できるようになること，心理検査の結果を解釈できるようにな

ること，また，自ら検査を体験することを通して，実際の臨床場面に活かせる知見・気づきを得ることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，①心の専門家の実践における心理的アセスメント理論と実践の意義，②心理的アセスメントに関する理論と方

法，③心理に関する相談、助言、指導等への上記①および②の応用などを扱う。具体的には，広く臨床場面で必要とされる，主

訴と関連した情報を速やかに収集するためのアナムネの取り方や，心理援助の専門家として使いこなすことを期待される各種心

理検査の実施方法と解釈の方法について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：心理査定とは 

2. アナムネ（予診）の練習・ロールプレイ① 

3. アナムネ（予診）の練習・ロールプレイ② 

4. 知能検査（田中ビネー）① 

5. 知能検査（田中ビネー）② 

6. 知能検査（田中ビネー）③ 

7. 知能検査（田中ビネー）④ 

8. 知能検査（田中ビネー）⑤ 

9. 知能検査（WISC）① 

10. 知能検査（WISC）② 

11. 知能検査（WISC）③ 

12. 知能検査（WISC）④ 

13. 知能検査（WISC）⑤ 

14. まとめ 

 

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

パーソナリティや心理アセスメントの基礎知識について復習し、理解を深めておくこと。また、配布資料・文献にはあらかじめ目を

通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と積極的な取り組みの姿勢(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内で適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN106／臨床心理査定演習２ 

(Advanced Seminar in Personality Assessment 2) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理検査法の目的と意義についての理解を深め，臨床場面で有効に活用できる力量形成をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理検査の目的及び心理検査の種類と測定内容についての理解を深める。 

特に Rorschach testについて,事例を提示し，それについて力動的視点から継起分析をグループ SV形式で行う。なおスコアリン

グは片口法に準じておこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

ロールシャッハデータの提示と継起分析－１ 

2. ロールシャッハデータの提示と継起分析－２ 

3. ロールシャッハデータの提示と継起分析－３ 

4. ロールシャッハデータの提示と継起分析－４ 

5. ロールシャッハデータの提示と継起分析－５ 

6. ロールシャッハデータの提示と継起分析－６ 

7. ロールシャッハデータの提示と継起分析－７ 

8. ロールシャッハデータの提示と継起分析－８ 

9. ロールシャッハデータの提示と継起分析－９ 

10. ロールシャッハデータの提示と継起分析－10 

11. ロールシャッハデータの提示と継起分析－11 

12. ロールシャッハデータの提示と継起分析－12 

13. ロールシャッハデータの提示と継起分析－13 

14. ロールシャッハデータの提示と継起分析－14  

まとめ 

 

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

片口式スコアリング、防衛機制については予め，各自で学習しておくことが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(50%)/事例へのディスカッション参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 片口安史、1987、『改訂 新・心理診断法』、金子書房 (ISBN:9784760825486) 

テキストは、学内書店でも取り扱っているので、春学期中に各自入手し、スコアリングについて予習しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 片口安史監修、1993、『ロールシャッハ・テストの学習』、金子書房 (ISBN:9784760840083) 

2. 馬場禮子、1999、『改訂 ロールシャッハ法と精神分析』、岩崎学術出版 (ISBN:978-4753399017) 

その他は授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講前に片口式のスコアリングを理解していることが不可欠である。各自で予習しておくこと。 

・７月中旬に授業オリエンテーションをおこなう(２時間程度)。詳細は掲示にて指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■UN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN111／臨床心理基礎実習１ 

(Basic Clinical Training 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理士の基礎的な知識や態度の修得 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理士として基礎的な倫理および治療構造を理解し、学内実習施設における支援者との関りの基礎を学び、事例検討会や

面接の陪席など、支援の現場に触れて支援者としての基本的な知識と態度を身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の中で、臨床心理士の歴史と機能を学ぶ。臨床心理士の職責、すなわち、① 臨床心理士の役割 ② 臨床心理士の法的義

務及び倫理 ③ 心理に関する支援を要する者等の安全の確保 ④ 情報の適切な取扱い ⑤ 保健医療、福祉、教育その他の分

野における臨床心理士の具体的な業務 ⑥多職種連携及び地域連携 についての基礎的な学習をする。 

学内実習施設における電話受付実習を 10 時間行う。学内実習施設における面接の陪席を、事前学習、事後の振り返りを含め、

6 時間行う。学内実習施設における事例検討会に 9 時間参加する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 臨床心理士の歴史と役割 

2. 臨床心理士の法的義務および倫理 

3. 心理に関する支援を要する者等の安全の確保・情報の適切な取り扱い 

4. 保険医療、福祉、教育その他の分野における臨床心理士の具体的な業務 

5. 多職種連携および地域連携についての基礎的な学習 

6. 学内実習施設における電話受付実習 

7. 学内実習施設における電話受付実習 

8. 学内実習施設における電話受付実習 

9. 学内実習施設における面接陪席実習 

10. 学内実習施設における面接陪席実習 

11. 学内実習施設における事例検討会への参加 

12. 学内実習施設における事例検討会への参加 

13. 学内実習施設における事例検討会への参加 

14. 振り返りとまとめ 

 

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

臨床心理士の職責、すなわち① 臨床心理士の役割 ② 臨床心理士の法的義務及び倫理 ③ 心理に関する支援を要する者等

の安全の確保 ④ 情報の適切な取扱い ⑤ 保健医療、福祉、教育その他の分野における臨床心理士の具体的な業務 ⑥多職

種連携及び地域連携 についての基礎的な学習を予習として行う。面接の陪席をするケースについての予備学習を行う。陪席の

事後学習として振り返りと自己評価を行う。事例検討会の後に、振り返る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/講義への積極的な参加(10%)/電話受付実習(10%)/面接陪席と振り返り小レポート（毎回）(10%)/

事例検討会の振り返り小レポート（毎回）(40%) 

講義、実習、面接陪席、事例検討会の全体を通じて、欠席が 3分の１以上の場合には評価は不合格とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UN112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN112／臨床心理基礎実習２ 

(Basic Clinical Training 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理士養成のための学内実習 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

山中 淑江（YAMANAKA YOSHIE） 

原 信夫(HARA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
担当者追加 原信夫 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理士としての技能を体験学習により身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理士として面接の技能を体験的に身につけるため、演習によりロールプレイを行い、面接者としての特徴を理解し、面接

の基礎的な訓練を行う。実際の臨床心理面接の試行的な体験を回数を限定して行い、逐語録を毎回グループスーパービジョン

により検討して指導を受け、面接の流れや見立てなどの基本的な臨床心理面接の技能を身につける。春学期に引き続き、学内

実習施設における電話受付実習や面接の陪席や事例検討会への参加により、支援者としての基本的な知識と技能を身につけ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己課題の確認 

2. ロールプレイ演習 

3. ロールプレイ演習 

4. ロールプレイ演習 

5. 学内実習施設における電話受付実習 

6. 学内実習施設における電話受付実習 

7. 学内実習施設における電話受付実習 

8. 学内実習施設における面接陪席実習 

9. 学内実習施設における面接陪席実習 

10. 学内実習施設における面接陪席実習 

11. 学内実習施設における事例検討会への参加  

12. 学内実習施設における事例検討会への参加  

13. 学内実習施設における事例検討会への参加  

14. 振り返りとまとめ 

 

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

ロールプレイの振り返りを行う。試行カウンセリングの実施後に逐語録をおこすと同時に振り返りを行い、スーパービジョン後に再

度振り返る。試行カウンセリング全体について振り返る。 

面接の陪席をするケースについての予備学習を行う。陪席の事後学習として振り返りと自己評価を行う。 

事例検討会の後に、振り返る。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/ロールプレイ(10%)/試行カウンセリング(10%)/電話受付実習(5%)/面接陪席(5%)/事例検討会の

振り返りレポート（毎回）(40%) 

講義、試行カウンセリング、実習、面接陪席、事例検討会の全体を通じて、欠席が 3 分の１以上の場合には評価は不合格とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UN121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN121／臨床心理実習１ 

(Clinical Training 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

公認心理師となるために必要な科目である心理実践実習の一部であり、臨床心理士と

なるために必要な科目である臨床心理実習 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

橋本 和典(HASHIMOTO KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公認心理師となるために必要な心理実践の実習を行う。また、学内実習におけるケース担当を通じて、心理検査、心理面接の知

識および技能を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 大学段階での実習を通じて得た公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上 に、次の（ア）から（オ）までに掲げる事項

について、現場において心理に関する支援を要する者等に対して支援を実践しながら、実習指導者又は実習担当教員による指

導を受ける。実習施設の分野については主要５分野に関する学外施設（具体的な施設については「公認心理師法施行規則第三

条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」（平成 29 年文部科学省・厚生労働省告示第５

号）のとおり。） のうち、２分野の施設において現場実習を行う。ただし、医療機関は必須とする。(ア) 心理に関する支援を要する

者等に関する以下の知識及び技能の修得 （１）コミュニケーション （２）心理検査 （３）心理面接 （４）地域支援等 (イ) 心理に関

する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 (ウ) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 

(エ) 多職種連携及び地域連携 (オ) 公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解。 

学外機関における実習は、一分野につき、一回 8 時間、23 週、二分野で 368 時間とする。 

②現場実習における担当ケースに関する実習の時間は一分野につき、85 時間、二分野で 190時間とする。③ 実習担当教員

が、実習生の実習状況について把握し、①の（ア）から（オ）までに掲げる事項について基本的な水準の修得ができるように、実習

生及び実習指導者との連絡調整を密に行う。 

学内実習施設における電話受付実習を 10 時間行う。学内実習施設における面接の陪席を、事前学習、事後の振り返りを含め、

3 時間行う。学内実習施設における事例検討会に 9 時間参加する。   

また、学内実習においてケースを担当し、心理検査、心理面接の知識と技能をする。担当時間は 80 時間とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公認心理師となるための実習の意義について 

2. 学内実習施設における電話受付実習  

3. 学内実習施設における面接陪席実習 

4. 現場実習 

5. 現場実習 

6. 現場実習 

7. 現場実習 

8. 現場実習 

9. 現場実習 

10. 学内施設における担当ケース指導 

11. 学内施設における担当ケース指導 

12. 学内施設における担当ケース指導 

13. 学内施設における担当ケース指導 

14. 振り返りとまとめ 

 

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

公認心理師の職責、すなわち① 公認心理師の役割 ② 公認心理師の法的義務及び倫理 ③ 心理に関する支援を要する者等

の安全の確保 ④ 情報の適切な取扱い ⑤ 保健医療、福祉、教育その他の分野における公 認心理師の具体的な業務 ⑥多

職種連携及び地域連携 についての基礎的な学習を予習として行う。現場実習に行く分野についての予備学習を行う。現場実習

では毎回振り返りを行う。一分野が終わった時には、実習報告会で振り返りをまとめて報告し、自己評価を行う。面接の陪席をす

るケースについての予備学習を行う。陪席の事後学習として振り返りと自己評価を行う。事例検討会の後に、振り返る。  担当ケ

ースについての予備学習を行う。担当ケースについての振り返りを行い、指導を受けた上で改めて振り返りを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(20%)/電話受付実習(5%)/面接陪席実習(5%)/現場実習(50%)/事例検討会の振り返り（毎回）(20%) 

現場実習の実習回数の 3 分の１以上欠席した場合には、評価は欠席とする。遅刻は 3 回で一回分の欠席とする。 

 

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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■UN122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN122／臨床心理実習２ 

(Clinical Training 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理士養成のための学内実習 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

大石 幸二(OISHI KOUJI) 

山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

橋本 和典（HASHIMOTO KAZUNORI） 

原 信夫(HARA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
担当者追加 原信夫 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理士としての技能を体験学習により身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理士として面接の技能を体験的に身につけるため、春学期に引き続き、学内実習施設における電話受付実習や面接の陪

席や事例検討会への参加により、支援者としての基本的な知識と技能を身につける。学内実習施設においてケース担当を通じ

て、心理検査、心理面接の知識および技能を習得する。  ケース担当においては個人スーパービジョン、グループスーパービジ

ョン、事例検討会などの場において、面接者としての特徴を理解し、臨床心理士としての技能を向上させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己課題の確認 

2. 学内実習施設における電話受付実習  

3. 学内実習施設における電話受付実習  

4. 学内実習施設における電話受付実習  

5. 学内施設における担当ケース指導 

6. 学内施設における担当ケース指導 

7. 学内施設における担当ケース指導 

8. 学内施設における担当ケース指導 

9. 学内施設における担当ケース指導 

10. 学内施設における担当ケース指導 

11. 学内実習施設における事例検討会への参加  

12. 学内実習施設における事例検討会への参加  

13. 学内実習施設における事例検討会への参加  

14. 振り返りとまとめ 

 

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

ロールプレイの振り返りを行う。試行カウンセリングの実施後に逐語録をおこすと同時に振り返りを行い、スーパービジョン後に再

度振り返る。試行カウンセリング全体について振り返る。 

面接の陪席をするケースについての予備学習を行う。陪席の事後学習として振り返りと自己評価を行う。 

事例検討会の後に、振り返る。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/ケース担当(40%)/電話受付実習(5%)/事例検討会の振り返りレポート（毎回）(25%) 

実習、ケース担当、事例検討会の全体を通じて、欠席が 3 分の１以上の場合には評価は不合格とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UN131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN131／臨床心理査定演習１（心理的アセスメントに関する理論と実践）（Seminar in 

Personality Assessment 1: Psychological Assessment） 

担当者名 

（Instructor） 
前川 真奈美(MAEKAWA MANAMI) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理的査定（アセスメント）および見立てをたてること（ケースフォーミュレーション）は，心理援助の根幹である。心理的アセスメン

トの基礎を学ぶこと，心理援助で用いられる主要な心理検査を実施できるようになること，心理検査の結果を解釈できるようにな

ること，また，自ら検査を体験することを通して，実際の臨床場面に活かせる知見・気づきを得ることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，①心の専門家の実践における心理的アセスメント理論と実践の意義，②心理的アセスメントに関する理論と方

法，③心理に関する相談、助言、指導等への上記①および②の応用などを扱う。具体的には，広く臨床場面で必要とされる，主

訴と関連した情報を速やかに収集するためのアナムネの取り方や，心理援助の専門家として使いこなすことを期待される各種心

理検査の実施方法と解釈の方法について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：心理査定とは 

2. アナムネ（予診）の練習・ロールプレイ① 

3. アナムネ（予診）の練習・ロールプレイ② 

4. 知能検査（田中ビネー）① 

5. 知能検査（田中ビネー）② 

6. 知能検査（田中ビネー）③ 

7. 知能検査（田中ビネー）④ 

8. 知能検査（田中ビネー）⑤ 

9. 知能検査（WISC）① 

10. 知能検査（WISC）② 

11. 知能検査（WISC）③ 

12. 知能検査（WISC）④ 

13. 知能検査（WISC）⑤ 

14. まとめ 

 

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

パーソナリティや心理アセスメントの基礎知識について復習し、理解を深めておくこと。また、配布資料・文献にはあらかじめ目を

通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と積極的な取り組みの姿勢(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内で適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN133／臨床心理面接特論１（心理支援に関する理論と実践）（Studies in 

Psychotherapy 1 : Theory & Practice of Psychological Support） 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

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） 
CLP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，力動論や認知行動理論など主要な心理療法の理論モデルとその技法について理解することを目指す。また、心理

的支援を必要とするさまざまな対象や場面において、その特性を理解し、適切に支援方法を選択・調整できるようになることを目

指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の前半では、力動論に基づく心理療法の理論と方法や、行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法、その他の心理

療法の理論と方法について学ぶ。また後半では、上記らの心理療法を用いて、心理に関する相談、助言、指導等に活用・応用し

ていく具体的方法について学ぶ。さらには、心理に関する支援を要する者の特性や状況に応じた適切な支援方法の選択・調整の

仕方についても理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 心理療法の種類と共通する態度 

3. 認知行動療法の理論と技法① 

4. 認知行動療法の理論と技法② 

5. 認知行動療法の理論と技法③ 

6. 力動論の理論と技法① 

7. 力動論の理論と技法② 

8. その他の心理療法の理論と技法① 

9. その他の心理療法の理論と技法② 

10. 事例報告による面接過程の理解① 

11. 事例報告による面接過程の理解② 

12. 医療および福祉分野における面接の特徴 

13. 産業および教育分野における面接の特徴 

14. まとめ 

 

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

書籍や事例報告の文献をレジュメにまとめて発表してもらう予定である。 

授業資料を，あらかじめ Blackboardからダウンロードし，予習してもらうことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と課題への取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山上敏子、『方法としての行動療法』、金剛出版 

2. 坂野雄二、『60 のケースから学ぶ認知行動療法』、北大路書房 

3. 鈴木伸一・神村栄一、『実践家のための認知行動療法テクニックガイド』、北大路書房 

4. 下山晴彦、『公認心理師必携 精神医学と臨床心理の知識と技法』、医学書院 

5. グレン・O・ギャバ―ド、『精神力動的精神療法 基本テキスト』、岩崎学術出版社 

その他は講義内に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN211／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある研究を行う能力を身に着ける。自分の問題関心を深め、学界に貢献するような研究を行う研究者とし

ての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学の実践や応用に貢献するような問題関心を研究テーマとして深める。各自の研究テーマに基づき、先行研究を調べ、

オリジナリティのある研究を行う。研究計画や資料の収集および論文執筆における倫理的配慮についてアドバイスをする。研究

の実施についてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

自分自身の問題関心を広げる。研究テーマに関する国内外の先行研究を読み、オリジナリティがあり、学界に貢献することがで

きる研究となるようにする。実現可能性のある研究計画を練り、予備調査などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

先行研究のレビュー(30%)/研究計画(50%)/議論への積極的参加(20%) 

 

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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■UN212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN212／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある研究を行う能力を身に着ける。自分の問題関心を深め、学界に貢献するような研究を行う研究者とし

ての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学の実践や応用に貢献するような問題関心を研究テーマとして深める。各自の研究テーマに基づき、先行研究を調べ、

オリジナリティのある研究を行う。研究計画や資料の収集および論文執筆における倫理的配慮についてアドバイスをする。研究

の実施についてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

自分自身の問題関心を広げる。研究テーマに関する国内外の先行研究を読み、オリジナリティがあり、学界に貢献することがで

きる研究となるようにする。実現可能性のある研究計画を練り、予備調査などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

先行研究のレビュー(30%)/研究計画(50%)/議論への積極的参加(20%) 

 

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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■UN213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN213／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある研究を行う能力を身に着ける。自分の問題関心を深め、学界に貢献するような研究を行う研究者とし

ての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学の実践や応用に貢献するような問題関心を研究テーマとして深める。各自の研究テーマに基づき、先行研究を調べ、

オリジナリティのある研究を行う。研究計画や資料の収集および論文執筆における倫理的配慮についてアドバイスをする。研究

の実施についてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

自分自身の問題関心を広げる。研究テーマに関する国内外の先行研究を読み、オリジナリティがあり、学界に貢献することがで

きる研究となるようにする。実現可能性のある研究計画を練り、予備調査などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

先行研究のレビュー(30%)/研究計画(50%)/議論への積極的参加(20%) 

 

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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■UN216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN216／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある研究を行う能力を身に着ける。自分の問題関心を深め、学界に貢献するような研究を行う研究者とし

ての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学の実践や応用に貢献するような問題関心を研究テーマとして深める。各自の研究テーマに基づき、先行研究を調べ、

オリジナリティのある研究を行う。研究計画や資料の収集および論文執筆における倫理的配慮についてアドバイスをする。研究

の実施についてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

自分自身の問題関心を広げる。研究テーマに関する国内外の先行研究を読み、オリジナリティがあり、学界に貢献することがで

きる研究となるようにする。実現可能性のある研究計画を練り、予備調査などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

先行研究のレビュー(30%)/研究計画(50%)/議論への積極的参加(20%) 

 

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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■UN217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN217／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある研究を行う能力を身に着ける。自分の問題関心を深め、学界に貢献するような研究を行う研究者とし

ての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学の実践や応用に貢献するような問題関心を研究テーマとして深める。各自の研究テーマに基づき、先行研究を調べ、

オリジナリティのある研究を行う。研究計画や資料の収集および論文執筆における倫理的配慮についてアドバイスをする。研究

の実施についてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

自分自身の問題関心を広げる。研究テーマに関する国内外の先行研究を読み、オリジナリティがあり、学界に貢献することがで

きる研究となるようにする。実現可能性のある研究計画を練り、予備調査などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

先行研究のレビュー(30%)/研究計画(50%)/議論への積極的参加(20%) 

 

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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■UN221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN221／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある修士論文を執筆し、それを発表することにより、臨床心理学の研究者としての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学領域の研究を実施し、データを取る過程で、倫理的配慮についてアドバイスする。データの統計的または質的研究方

法による分析についてアドバイスする。結果に基づき、臨床心理学的な考察を進めるにあたり、論文の客観性、論理性などにつ

いてアドバイスする。臨床心理学の実践現場や研究の協力者に対する研究成果のフィードバックについてアドバイスする。修士

論文の結果の発表の資料や発表の仕方などについてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

研究計画に沿って研究調査または実験を進める。データの分析をする。結果を考察して論文を執筆する。修士論文の発表の資

料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。論文執筆後、臨床現場や研究協力者に対してフィードバックをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(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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■UN222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN222／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある修士論文を執筆し、それを発表することにより、臨床心理学の研究者としての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学領域の研究を実施し、データを取る過程で、倫理的配慮についてアドバイスする。データの統計的または質的研究方

法による分析についてアドバイスする。結果に基づき、臨床心理学的な考察を進めるにあたり、論文の客観性、論理性などにつ

いてアドバイスする。臨床心理学の実践現場や研究の協力者に対する研究成果のフィードバックについてアドバイスする。修士

論文の結果の発表の資料や発表の仕方などについてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

研究計画に沿って研究調査または実験を進める。データの分析をする。結果を考察して論文を執筆する。修士論文の発表の資

料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。論文執筆後、臨床現場や研究協力者に対してフィードバックをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(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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■UN223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN223／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある修士論文を執筆し、それを発表することにより、臨床心理学の研究者としての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学領域の研究を実施し、データを取る過程で、倫理的配慮についてアドバイスする。データの統計的または質的研究方

法による分析についてアドバイスする。結果に基づき、臨床心理学的な考察を進めるにあたり、論文の客観性、論理性などにつ

いてアドバイスする。臨床心理学の実践現場や研究の協力者に対する研究成果のフィードバックについてアドバイスする。修士

論文の結果の発表の資料や発表の仕方などについてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

研究計画に沿って研究調査または実験を進める。データの分析をする。結果を考察して論文を執筆する。修士論文の発表の資

料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。論文執筆後、臨床現場や研究協力者に対してフィードバックをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(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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■UN224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN224／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある修士論文を執筆し、それを発表することにより、臨床心理学の研究者としての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学領域の研究を実施し、データを取る過程で、倫理的配慮についてアドバイスする。データの統計的または質的研究方

法による分析についてアドバイスする。結果に基づき、臨床心理学的な考察を進めるにあたり、論文の客観性、論理性などにつ

いてアドバイスする。臨床心理学の実践現場や研究の協力者に対する研究成果のフィードバックについてアドバイスする。修士

論文の結果の発表の資料や発表の仕方などについてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

研究計画に沿って研究調査または実験を進める。データの分析をする。結果を考察して論文を執筆する。修士論文の発表の資

料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。論文執筆後、臨床現場や研究協力者に対してフィードバックをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(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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■UN226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN226／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある修士論文を執筆し、それを発表することにより、臨床心理学の研究者としての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学領域の研究を実施し、データを取る過程で、倫理的配慮についてアドバイスする。データの統計的または質的研究方

法による分析についてアドバイスする。結果に基づき、臨床心理学的な考察を進めるにあたり、論文の客観性、論理性などにつ

いてアドバイスする。臨床心理学の実践現場や研究の協力者に対する研究成果のフィードバックについてアドバイスする。修士

論文の結果の発表の資料や発表の仕方などについてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

研究計画に沿って研究調査または実験を進める。データの分析をする。結果を考察して論文を執筆する。修士論文の発表の資

料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。論文執筆後、臨床現場や研究協力者に対してフィードバックをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(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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■UN227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN227／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

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） 
CLP6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある修士論文を執筆し、それを発表することにより、臨床心理学の研究者としての基礎的な力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学領域の研究を実施し、データを取る過程で、倫理的配慮についてアドバイスする。データの統計的または質的研究方

法による分析についてアドバイスする。結果に基づき、臨床心理学的な考察を進めるにあたり、論文の客観性、論理性などにつ

いてアドバイスする。臨床心理学の実践現場や研究の協力者に対する研究成果のフィードバックについてアドバイスする。修士

論文の結果の発表の資料や発表の仕方などについてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文研究指導 1 

2. 修士論文研究指導 2 

3. 修士論文研究指導 3 

4. 修士論文研究指導 4 

5. 修士論文研究指導 5 

6. 修士論文研究指導 6 

7. 修士論文研究指導 7 

8. 修士論文研究指導 8 

9. 修士論文研究指導 9 

10. 修士論文研究指導 10 

11. 修士論文研究指導 11 

12. 修士論文研究指導 12 

13. 修士論文研究指導 13 

14. 修士論文研究指導 14 

 

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

研究計画に沿って研究調査または実験を進める。データの分析をする。結果を考察して論文を執筆する。修士論文の発表の資

料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。論文執筆後、臨床現場や研究協力者に対してフィードバックをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(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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■UN301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN301／臨床心理学研究法特論 

(Advanced Studies in Clinical Research) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA MIDORI) 

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） 
CLP5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学におけるさまざまな研究法について知り、演習を通して質的研究についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学におけるさまざまな研究法について紹介する。参考資料および研究論文を読み、発表とディスカッションを通して理解

を深める。また質的研究の演習を行い、実際にデータの収集、分析、発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 臨床心理学における実践的研究 

3. 研究の倫理 

4. 量的研究 

5. 質的研究 

6. 事例研究 

7. 質的研究の演習①：KJ 法の解説と研究テーマの決定 

8. 質的研究の演習②：データの収集と分析 

9. 質的研究の演習③：データの分析① 

10. 質的研究の演習④：データの分析② 

11. 質的研究の演習⑤：データの分析とまとめ 

12. 質的研究の演習⑥：データのまとめと発表準備 

13. 質的研究の演習⑦：発表とディスカッション 

14. まとめ 

 

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

研究法に関する資料および研究論文を読み、発表とディスカッションの準備を行う。質的研究の演習にあたり、資料を読んで方法

の予習・復習を行う。グループで行うため、必要に応じて授業時間外に話し合いや発表準備等を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションおよび演習への参加態度(40%)/発表準備と内容(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 下山晴彦・能智正博 編、2008、『心理学の実践的研究法を学ぶ』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1099-9) 

2. 福島哲夫 編、2016、『臨床現場で役立つ質的研究法』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1488-1) 

3. 川喜田二郎、1967、『発想法―創造性開発のために』、中央公論社 (ISBN:978-4121001368) 

4. 川喜田二郎、1970、『続・発想法―KJ法の展開と応用』、中央公論社 (ISBN:978-4121002105) 

5. 津川律子・遠藤裕乃、2011、『初心者のための臨床心理学研究実践マニュアル 第 2 版』、金剛出版 (ISBN:978-4772412193) 

6. 岩壁茂・杉浦義典編、2013、『臨床心理学 75（13 巻 3 号） 研究の方法を知る』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1313-8) 

7. 丹野義彦 編、2004、『臨床心理学全書 5 臨床心理学研究法』、誠信書房 (ISBN:978-4414413250) 

その他、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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■UN302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN302／心理統計法特論１ 

(Advanced Studies in Statistical Methods for Psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 健太郎(NAKAMURA KENTARO) 

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） 
CLP5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究において用いられる主要なデータ解析法について，理論的な枠組みを理解する。 

自分の研究領域と関心に基づく研究課題（リサーチクエスチョン）に対応したデータ分析の方法を適切に選択できるようになる。 

誤用を避け，結果を適切に解釈できるよう分析方法の理論的な理解を深めつつ，アプリケーションソフトウェアによる具体的な分

析手続を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

代表的なデータ解析法を取り上げ，理論的な考え方, 分析手順，ソフトウェアの使い方，分析における留意点について理解を深

める。レポーターによる発表や討論に加え，コンピュータを用いた実習も積極的に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 統計法の基礎の確認 

3. 分散分析（要因計画）と下位検定 

4. 回帰分析の基礎 

5. 重回帰分析 

6. 探索的因子分析と尺度構成 

7. 確認的因子分析 

8. パス解析 

9. 実践上の注意 

10. 共分散構造分析（構造方程式モデリング）の基礎 

11. 共分散構造分析の実践 

12. 共分散構造分析の応用 

13. 共分散構造分析の発展的活用 

14. まとめ 

 

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

統計法の基礎に関して，入門的な教科書で確認をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業時の発表(30%)/提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にそれぞれのデータ解析法に応じた文献を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN305／人格心理学特論 

(Advanced Studies in the Psychology of Personality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人格心理学、青年心理学の手記分析、面接法など質的研究法の演習 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

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） 
CLP5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

青年心理学，人格心理学におけるアイデンティティ理論に関する内外の文献を講読し，全員での討論を通じて，理論への理解を

深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は１つ以上の文献を担当し，レジュメを作成するとともに，授業内でプレゼンテーションする。それをもとに全員で議論を進

める。 

扱う内容としては，E.H.Eriksonの漸成発達理論を中心に，人格の生涯発達，青年期のアイデンティティ形成，初期成人期の親密

性，恋愛，ケアなどのテーマを視野に入れている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究法概説１ 

2. 研究法概説２ 

3. 研究法概説３ 

4. 院生によるプレゼンテーション１ 

5. 院生によるプレゼンテーション２ 

6. 院生によるプレゼンテーション３ 

7. 院生によるプレゼンテーション４ 

8. 院生によるプレゼンテーション５ 

9. 院生によるプレゼンテーション６ 

10. 院生によるプレゼンテーション７ 

11. 院生によるプレゼンテーション８ 

12. 院生によるプレゼンテーション９ 

13. 院生によるプレゼンテーション１０ 

14. まとめ 

 

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

参考文献から漸成発達理論、アイデンティティ理論について予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. E.H.エリクソン、1977、『幼児期と社会１』、みすず書房 (ISBN:4622022818) 

2. E.H.エリクソン、1980、『幼児期と社会２』、みすず書房 (ISBN:4622022826) 

3. E.H.エリクソン、2011、『アイデンティティとライフサイクル』、誠信書房 (ISBN:441441444X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN306／学習心理学特論 

(Advanced Studies in the Psychology of Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

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） 
CLP5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文の抄読と討論を通して，学習心理学分野，とくに実験的行動分析における最近の研究動向について理解を深めるとともに，

研究に対する批判力と新しい研究の構想力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として最近数ヶ年に刊行された行動分析の専門誌から受講者の興味に従って論文を選び，これを紹介したうえで受講者全

員による討論をおこなう。討論にあたっては，批判的に論文を議論するだけでなく，新しい研究につながるような着想や発展的な

方向での議論を要求する。行動分析の専門誌とは Journal of the Experimental Analysis of Behavior，Journal of Applied 

Behavior Analysis，Behavioural Processes（の一部）などである。詳細は初回ガイダンスで説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 発表と討論 6 

8. 発表と討論 7 

9. 発表と討論 8 

10. 発表と討論 9 

11. 発表と討論 10 

12. 発表と討論 11 

13. 発表と討論 12 

14. 発表と討論 13 

 

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

授業時に指示する。またメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/討論(40%)/論文の選択(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. McSweeney, F.K. & Murphy, E.S. (Eds.). 2014. The Wiley Blackwell handbook of operant and classical conditioning. Wiley-

Blackwell (ISBN:9781118468180) 

2. Madden, G.J. (Ed.). 2012. APA handbook of behavior analysis. APA (ISBN:9781433811111) 

3. Pierce, W.D. & Cheney, C.D.. 2013. Behavior analysis and learning (5th ed.). Psychology Press (ISBN:9781848726154) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN307／認知心理学特論 

(Advanced Studies in Cognitive Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「判断と意思決定」の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI 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） 
CLP5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「判断と意思決定」に関する最近の心理学的研究を理解し，検討を加える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「判断と意思決定」に関する最近の英文専門書（handbook）から，発表者は自らの興味に従って章を選択し，レポート発表を行

い，受講生全員で討論する。 

発表者は，当日レジュメを用意し，受講生全員に配布して説明を行う。発表者以外の受講生も，必ず文献を予習し，発表後に討

論を行う。発表技法や研究技法に関しては，適宜指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. レポート発表と討論(1) 

3. レポート発表と討論(2) 

4. レポート発表と討論(3) 

5. レポート発表と討論(4) 

6. レポート発表と討論(5) 

7. レポート発表と討論(6) 

8. レポート発表と討論(7) 

9. レポート発表と討論(8) 

10. レポート発表と討論(9) 

11. レポート発表と討論(10) 

12. 研究発表(1) 

13. 研究発表(2) 

14. 研究発表(3) 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容と発表技量(50%)/議論への参加と出席(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Keren, G., & Wu, G. (Eds.). 2015. The Wiley Blackwell handbook of judgment and decision making (I, II). Wiley Blackwell 

(ISBN:9781118468395) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN308／社会心理学特論 

(Advanced Studies in Social Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PRE-SUASION 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
CLP5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記のテキストを用いて、pre-suasion について考察を深め、以て各自の研究への応用を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Robert Cialdini 教授による古典的名著とされる“Influence”が上梓されてから、30 年以上が経ている。それは如何に人を動かすか

の原理、原則を解説したものである。彼が他人を動かすための前準備のテクニックについて解説したものが、この“Pre-suasion”

である。Pre-suasion とは、pre(前)と suasion(勧告・説得)を合わせた Cialdini 教授による造語である。本書を輪読する。その際、

担当者は、各章（節）を担当して解説する。さらにその章で紹介されている研究の中で、担当者が最も興味深かったと思う研究論

文についても調べ、併せてその概要を紹介する。その後受講生の間で議論をして理解を深めるとともに、各人の研究テーマとの

関連性を考究していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 担当章（節）の決定 

3. Previleged moments 

4. The importance of attention 

5. What's focal is causal 

6. Commanders of attention 

7. The primacy of associations 

8. Persuasive geographies 

9. The mechanics of pre-suasion 

10. Six main roads to change 

11. Being together 

12. Acting together 

13. Ethical use 

14. Post-suasion 

 

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

下記のテキストを輪読する。その際、担当者を各章（あるいは各節）ごとに決める。担当者は、レジュメを作成して、受講者全員に

配布する。レジュメには章の要約とそこに示されている１つの研究の要約も記載すること。レジュメに基づいて発表を行った後、全

員で討論を行う。自分の担当章（節）以外の部分にも目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当発表(50%)/討論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Cialdini, R.. 2016. Pre-suasion. Simons & Schuster (978-5011-0979-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN322／心身医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開）（Advanced Studies 

in Psychosomatic Medicine : Medical & Health Area） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心身医学特論 

担当者名 

（Instructor） 

堀江 武(HORIE TAKESHI) 

平出 麻衣子(HIRAIDE MAIKO) 

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） 
CLP5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 保健医療分野に関わる公認心理師の実践、公認心理師に必要な心身医学の基本的知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

保健医療分野に関わる公認心理師の実践に役立つように、疾患についての説明だけではなく、医療機関に勤務する医師の視点

も交えて、臨床に関連づけながら講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論：オリエンテーション・心身医学とは 

2. 総論：心身医学/行動医学における評価と治療介入 

3. 各論：心身症① 

4. 各論：心身症② 

5. 各論：摂食障害①  

6. 各論：摂食障害② 

7. 総論：チーム医療、コンサルテーション・リエゾン 

8. 各論：緩和医療（サイコオンコロジーを中心に） 

9. 各論：労働衛生と心身症  

10. 総論：心身医学/行動医学における治療介入① 

11. 総論：心身医学/行動医学における治療介入② 

12. 総論：心身医学/行動医学における評価と治療介入の実践  

13. まとめ①  

14. まとめ② 最終テスト 

 

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

特に予習は必要としないが、精神医学や心身医学について学習したことのない学生は、予備知識があるほうが理解は深まるの

で、テキストもしくは他の初学者向けのテキストに目を通しておくことをお勧めする。 講義資料は毎回配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業内小レポート(30%)/出席および討論の参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保 千春、2009/10/1、『心身医学標準テキスト』、医学書院 (ISBN:978-4-260-00443-5) 

2. 日本行動医学会、2015/10/21、『行動医学テキスト』、中外医学社 (ISBN:978-4-498-04828-7) 

購入の必要はないが、精神医学や心身医学について学習したことのない学生は、予備知識があるほうが理解は深まるので、テ

キストもしくは他の初学者向けのテキストに目を通しておくことをお勧めする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学医学部附属病院 心療内科ホームページ http://psmut.umin.ac.jp/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 73 - 

■UN323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN323／障害児・者心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開）（Studies in 

Psychology of Persons with Disabilities : Socal Wellfare Area） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉分野に関する理論と支援の展開 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

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） 
CLP5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障害児や障害者の心理社会的課題を理解するとともに，その支援と方法について，保健福祉法制もふまえながら実践できる力

量を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を参照しながら，身体障害・知的障害・発達障害・精神障害の事例を読み解く形で講読と演習を進める。授業では「Ⅰ．障

害概要の理解」に続いて「Ⅱ．地域生活支援の実際」「Ⅲ．自立生活支援の実際」「Ⅳ．家族支援の実際」と進め，最後に「Ⅴ．保

健福祉法制と多職種連携」について検討する。 

なお本授業は，福祉分野に関わる公認心理師の実践について具体的に取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 障害者権利条約と４障害の概要 

2. 母子保健法と乳幼児健康診査 

3. 事例検討① 

（育ちが気になる子どもへの育児成育支援をめぐって） 

4. 地域の心理・福祉サービスの現状 

（各自の実態調査内容の報告） 

5. 児童福祉法と要保護児童対策地域協議会 

6. 事例検討② 

（育ちが気になる子どもへの虐待予防支援をめぐって） 

7. 学校保健法と就学時健康診断 

8. 事例検討③ 

（知的障害のある子どもへの就学支援をめぐって） 

9. 学校教育法と特別支援教育 

10. 事例検討④ 

（身体障害のある子どもの適正就学をめぐって） 

11. 障害者総合支援法と相談支援事業 

12. 事例検討⑤ 

（精神障害のある成人への地域生活支援をめぐって） 

13. 成年後見制度と社会的養護 

14. 事例検討⑥ 

（知的障害のある成人への家庭生活支援をめぐって） 

 

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

１．事例検討①～⑥の資料は、事前に Blackboardに提示するので、内容を理解して授業に臨むこと 

２．第４回授業の「実態調査内容の報告」については、大型連休を使ってヒアリングを行うこと 

（＊「実態調査内容の報告」は、課題提出 30％として評価する） 

３．第８回授業終了時と第 14 回授業終了時に、小レポート（30％）の提出を求めるので、毎回授業後に、 

講読・演習内容をまとめておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小澤温編、2016、『よくわかる障害者福祉［第６版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623076444) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献は，Blackboardなどに提示する 

２．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■UN324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN324／発達心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開）（Advanced Studies in 

Developmental Psychology : Socal Wellfare Area） 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

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） 
CLP5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達心理学の基本的知見、理論や方法論を修得するとともに、発達的な現象把握について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業の前半は幼児期、児童期を中心に、認知機能の発達と社会性の発達の諸問題を講義する。後半は講義で取り上げた問題

に関連する研究論文を受講者が批判的に検討して発表を行い、受講者全員で討論を行う。 

 なお本授業は、福祉分野に関わる公認心理師の実践について具体的に取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義１：発達心理学とは 

2. 講義２：知覚の発達 

3. 講義３：言語の発達 

4. 講義４：ピアジェの認知発達論 

5. 講義５：アタッチメントと親子関係 

6. 講義６：道徳性の発達 

7. 講義７：発達のしょうがいと臨床 

8. レポート発表と討論１ 

9. レポート発表と討論２ 

10. レポート発表と討論３ 

11. レポート発表と討論４ 

12. レポート発表と討論５ 

13. レポート発表と討論６ 

14. レポート発表と討論７ 

 

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

指定された研究論文は授業時間外に精読し、レポートの作成を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート発表(60%)/討論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

授業の性質上、受講者の積極的な関わりが期待される。 

 

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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■UN325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN325／臨床心理学特殊研究５（教育分野に関する理論と支援の展開）（Advanced 

Studies in Counseling 5 in Educational Area） 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA MIDORI) 

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） 
CLP5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育分野における問題や課題への取り組み、児童生徒の成長・発達をめざした援助について学ぶ。児童生徒を支えている人や

学校組織、関係機関などに対する理解を深め、公認心理師・臨床心理士による教職員や多職種との連携・協働による支援につ

いて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育分野に関わる心理学の専門家の実践について学ぶ。教育分野における問題や課題について取り上げ、それらに対して教育

相談やスクールカウンセリングにおいてどのような実践が行われているのかについて、発表やディスカッション、演習を通して理

解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 教育分野における問題・課題① 

3. 教育分野における問題・課題② 

4. 学校組織および関係機関の理解 

5. 教育相談・スクールカウンセリングの実践① 

6. 教育相談・スクールカウンセリングの実践② 

7. 教育相談・スクールカウンセリングの実践③ 

8. 教育相談・スクールカウンセリングの実践④ 

9. 教育相談・スクールカウンセリングの実践⑤ 

10. 教育相談・スクールカウンセリングの実践⑥ 

11. さまざまな支援① 

12. さまざまな支援② 

13. さまざまな支援③ 

14. まとめ 

 

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

授業における配布資料を事前に読み、関連する内容や疑問点について調べたり、ディスカッションの準備をしたりすること。発表

についても関連文献を調べるなど事前準備を行うこと。授業で取り上げた内容について各自の関心に基づいて学びを進め、最終

レポートに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組みとディスカッションへの参加(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/発表準備と内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒沢幸子・森俊夫・元永拓郎、2013、『明解！スクールカウンセリング 読んですっきり理解編』、金子書房 (ISBN:978-4-7608-

2645-2) 

2. かしまえりこ・神田橋條治、2006、『スクールカウンセリングモデル 100 例』、創元社 (ISBN:978-4422113791) 

その他、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UN326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN326／社会病理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）（Advanced 

Studies in Social Pathology : Forensics & Criminology Area） 

担当者名 

（Instructor） 
相良 翔(SAGARA SHO) 

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） 
CLP5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公認心理師が司法・犯罪分野に関わる上で必要な理論および支援について、専門的に学習していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①犯罪・非行の発生要因や司法・犯罪分野における支援に関する先進的な文献を購読し、その内容に対するディスカッションな

どを通じて学ぶ。 

②司法・犯罪分野において実際に支援に携わる人をゲストとして招き、ディスカッションを通じて学習を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 犯罪・非行の発生要因に関する文献の検討 

3. 犯罪・非行の発生要因に関する文献の検討 

4. 犯罪・非行の発生要因に関する文献の検討 

5. 犯罪・非行の発生要因に関する文献の検討 

6. 犯罪・非行の発生要因に関する文献の検討 

7. 犯罪・非行の発生要因に関する文献の検討 

8. ゲストスピーカー① 

9. 司法・犯罪分野における支援に関する文献の検討 

10. 司法・犯罪分野における支援に関する文献の検討 

11. 司法・犯罪分野における支援に関する文献の検討 

12. 司法・犯罪分野における支援に関する文献の検討 

13. 司法・犯罪分野における支援に関する文献の検討 

14. ゲストスピーカー② 

 

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

※文献検討回にレジュメ担当者とコメント担当者を設ける予定です。 

※講読文献に関して、初回に受講者との相談で決めます（候補文献をその時に提示します）。 

※司法・犯罪分野において実際に支援に携わる人をゲストスピーカーとして招聘しようと思っております。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加に向けての準備状況・授業への参加態度・ディスカッションへの参加(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤岡順子、2007、『犯罪・非行の心理学』、有斐閣 

2. 岡本英生, 松原英世, 岡邊健編著、2017、『犯罪学リテラシー』、法律文化社 

その他、適宜指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習を通して、互いに実りある学習の機会にできれば幸いです。 

 

注意事項（Notice） 
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■UN327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN327／産業・労働分野に関する理論と支援の展開 （Support Theory & Applications 

in Industry & Work Area） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
産業心理臨床の実際 

担当者名 

（Instructor） 
緒方 一子(OGATA ICHIKO) 

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） 
CLP5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

産業領域で活動する心の専門家として、公認心理師として必要な基礎知識を習得し働くひとの支援を行うことが可能となるように

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標達成のため①産業・就業構造の変化や社会背景の特徴②労働関連法規や産業保健の施策③産業・労働分野の心

理的背景となる理論④支援を行う場と活動内容などを演習を中心に行う。身近な働く人へのキャリア・インタビューの宿題や実際

に働いている職場を見学して仕事から経験する現象を心理学的視点から検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと講義の説明 

2. 「仕事が人をつくる」を事前に購読しディスカッションを行う 

3. 「仕事が人をつくる」のディスカッションを踏まえて働く意義についてグループで発表 

4. 働く人の職場見学 1 

5. 演習 1 (見学した職場で想定される心の問題を含めたストレスについて検討する) 

6. 演習 2 (ストレスチェック制度を中心に労働関連法規や労働安全衛生法について検討する) 

7. 演習 3 (産業心理臨床の実際・メンタルヘルスについて検討する) 

8. 演習 4 (身近な人へのキャリア・インタビューを行い働くことについて検討する) 

9. 演習 5 (キャリア・インタビューを通じて人々が仕事から経験する現象を心理学的視点から検討する) 

10. 演習 6 (最近の過重労働とハラスメントに関する裁判事例を心理学的視点から検討する) 

11. 働く人の現場見学 2 

12. 演習 7(見学した K社に提案するメンタルヘルスケア・プランの作成) 

13. 演習 8(K社に提案するメンタルヘルスケア・プランのコンペを行う) 

14. まとめ 

 

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

①「仕事が人を作る」を購読しておくこと 

②キャリア・インタビューに協力してくれる身近な働く人(両親・祖父母、兄弟姉妹、友人等)を探しておくこと 

③学外での見学を予定しているので前後の授業に支障がないのか把握しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業時の発表質疑などへの参加(40%)/キャリアインタビューの内容等(20%)/コメントペーパー

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小関智弘、2001、『仕事が人をつくる』、岩波新書 

2. 金井篤子、2016、『産業心理臨床実践』、ナカニシヤ書店 

3. 金井壽宏、2002、『働く人のキャリアデザイン』、PHP 

 

参考文献（Readings） 

1. 木村 周、2016、『キャリアコンサルティング 4 訂 理論と実際』、雇用問題研究所 

2. 山口裕平・金井篤子、2007、『よくわかる産業・組織心理学』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UN328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN328／臨床心理学特殊研究３（心理支援に関する理論と実践） 

(Studies in Counseling 3 : Theory & Practice of Psychological Support) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 晋二(NISHITANI SHINJI) 

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） 
CLP5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理支援場面において、子どもに出会うことは少なくないが、その際、セラピストに求められるのは、大人に比べて未成熟な彼ら

の言語を補うかのようなイメージ表現を読み取ることである。そのため、本授業ではプレイセラピーに必要な基礎知識を学ぶだけ

でなく、イメージ表現に対するアプローチ方法も習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プレイセラピーの歴史や概論、セラピストとして必要な姿勢などの基礎的知識だけでなく、公認心理師として日々成長する子ども

の心の在りように対応すべく、力動的・認知発達的視点など応用的知識についても講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. プレイセラピー概論① 

3. プレイセラピー概論② 

4. プレイセラピーとユング心理学① 

5. プレイセラピーとユング心理学② 

6. プレイセラピーとユング心理学③ 

7. プレイセラピーとユング心理学④ 

8. プレイセラピーにおけるイメージ体験① 

9. プレイセラピーにおけるイメージ体験② 

10. プレイセラピーにおける箱庭療法 

11. プレイセラピーにおける描画療法 

12. 児童期ケースのプレイセラピー 

13. 思春期ケースのプレイセラピー 

14. 発達障害児ケースのプレイセラピー 

15. まとめ・レポート提出 

 

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

講師が配布する資料に関して予習・復習を行うことはもちろんのこと、適宜挙げる参考文献についても目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講師が用意・配布する資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜挙げる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主に講師による講義形式で授業を進めるが、適宜、検討やワークを行うため、学生には主体的態度で授業に臨むことを求める。 

 

注意事項（Notice） 

８月２日（木）１・２時限 ３日（金）１～３時限 ６日（月）・７日（火）各１～５時限 
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■UN329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN329／コミュニティ・アプローチ特論（家族関係・集団・地域社会における心理支援に

関する理論と実践)（Studies in Community Psychology for Family, Group, & 

Community） 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA MIDORI) 

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） 
CLP5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学に基づいた介入やさまざまな活動・実践について学び、福祉・教育・産業・医療などさまざまな領域での活動・

実践について知る。公認心理師・臨床心理士によるコミュニティにおける心理的問題の解決や改善、またメンタルヘルスやウェル

ビーイングの増進に向けたアプローチについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①家族関係等集団の関係性に焦点をあてた心理支援の理論と方法及び②地域社会や集団・組織に働きかける心理学的援助に

関する理論と方法について取り上げる。さらに③心理に関する相談、助言、指導等への上記①及び②の応用として、さまざまな

介入や多職種協働について学ぶ。活動・実践についての発表・ディスカッション、演習を通してコミュニティ心理学的なアプローチ

について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニティ心理学の理念と発想① 

3. コミュニティ心理学的アプローチの特徴① 

4. コミュニティ心理学的アプローチの特徴② 

5. 地域・福祉領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

6. 学校・教育領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

7. 産業領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

8. 医療・保健領域におけるコミュニティ・アプローチ：発表とディスカッション 

9. 予防的介入・心理教育① 

10. 予防的介入・心理教育② 

11. コンサルテーション① 

12. コンサルテーション② 

13. コンサルテーション③ 

14. まとめ 

 

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

コミュニティにおける心理社会的問題や課題について関心を持ち、日頃から関連する要因や取り組みについて考えること。発表

およびディスカッションの準備を行うこと。各領域での実践や多職種との連携・協働について関心をもち調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組みとディスカッションへの参加(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/発表準備と内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 植村勝彦・高畠克子・箕口雅博・原裕視・久田満編、2012、『よくわかるコミュニティ心理学［第 2 版］』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623064915) 

2. 山本和郎、1986、『コミュニティ心理学 地域臨床の理論と実践』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-012020-3) 

3. 山本和郎、2000、『危機介入とコンサルテーション』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623032266) 

4. 氏原寛・成田義弘編、2000、『コミュニティ心理学とコンサルテーション・リエゾン』、培風館 (ISBN:978-4563056254) 

5. 金沢吉展編、2004、『臨床心理的コミュニティ援助論』、誠信書房 (ISBN:978-4414413311) 

6. 山本和郎編、2001、『臨床心理学的地域援助の展開』、培風館 (ISBN:978-4563056490) 

その他、授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UN330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UN330／心の健康教育に関する理論と実践 （Theory & Practice for Mental Health 

Education） 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期 1(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
秋学期⇒秋学期１へ学期変更（担当者事情による） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，心の健康教育に関する理論と実践について学び，心理士としてさまざまな場面や対象に対して心の健康教育を実

施できるようになることを目指す。本講義は，公認心理師の受験資格に必要な科目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，まず，ストレスマネイジメントや心理教育，その他の健康教育を実践するにあたり必要となる基礎理論を解説する。

そのあとに心理教育やストレスマネイジメント，その他の健康教育の実践例を紹介し，実践上のポイントなどを解説する。最後

に，小グループに分かれて，実際に，いくつかの対象を想定した健康教育プログラムを策定し，それを実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心の健康教育とは（オリエンテーション） 

2. 心の健康教育に関する理論① ストレス理論 

3. 心の健康教育に関する理論② 行動変容ステージ，健康信念モデル 

4. 心の健康教育に関する理論③ グループ療法 

5. 心の健康教育に関する理論④ プログラムの効果評価 

6. 心の健康教育の実践例① 職場におけるストレスマネイジメント 

7. 心の健康教育の実践例② 認知再構成を用いた抑うつ予防 

8. 心の健康教育の実践例③ ソーシャル・スキルトレーニング 

9. 心の健康教育の実践例④ 患者への心理教育，コミュニケーション教育 

10. 小グループによる健康教育プログラムの作成① 

11. 小グループによる健康教育プログラムの作成② 

12. 小グループによる健康教育プログラムの実施① 

13. 小グループによる健康教育プログラムの実施② 

14. 小グループによる健康教育プログラムの実施③ 

 

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

授業資料を事前に Blackboardからダウンロードし，予習を求めることがある。文献や論文をまとめて，レジュメ作成をおこなっても

らうことがある。後半の小グループでの健康教育プログラムの作成と実施にあたっては，講義時間外に，グループで検討・準備を

してもらうことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(30%)/課題への取り組み(40%)/課題の発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小杉正太郎、2006、『朝倉心理学講座 19 ストレスと健康の心理学』、朝倉書店 (ISBN:978-4254526790) 

2. 松原千秋、2002、『医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎生活習慣病を中心に』、医歯薬出版 (ISBN:978-

4263233375) 

3. 島津明人ほか、2014、『職場のストレスマネジメント(CD 付き): セルフケア教育の企画・実施マニュアル』、誠信書房 

(ISBN:978-4414400816) 

4. アラン・S・べラックほか、2005、『わかりやすい SSTステップガイド―統合失調症をもつ人の援助に生かす〈上巻〉基礎・技法

編』、星和書店 (ISBN:978-4791105779) 

5. 安田節之・渡辺直登、2008、『プログラム評価研究の方法』、新曜社 (ISBN:978-4788511224) 

その他，講義内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UN331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
UN331／心理実践実習１（基礎）（Practicum in Psychology 1） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公認心理師受験資格の必要科目である心理実践実習の一部 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

橋本 和典(HASHIMOTO KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公認心理師としての心理実践の実習の基礎を身につける。公認心理師の支援の現場の見学を通じて、(ア) 心理に関する支援を

要する者等に関する以下の知識の修得 （１）コミュニケーション （２）心理検査 （３）心理面接 （４）地域支援 等 (イ) 心理に関

する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 (ウ) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 

(エ) 多職種連携及び地域連携 (オ) 公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解を知的および体験的に習得する。ま

た、学内実習におけるケース担当を通じて、心理検査、心理面接の知識および技能を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に、(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識の修得 （１）

コミュニケーション （２）心理検査 （３）心理面接 （４）地域支援等 (イ) 心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及

び支援計画の作成 (ウ) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ (エ) 多職種連携及び地域連携 (オ) 公認心理師

としての職業倫理及び法的義務への理解について、現場を見学し、実習指導者 又は実習担当教員による指導を受ける。実習

施設の分野は、主要５分野のうち、福祉分野、教育分野、産業分野、司法分野に関する学外施設（「公認心理師法施行 規則第

三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」（平成 29 年文部科学省・厚生労働省告示第５

号））のうち、１分野以上。１分野につき、事前学習１時間、見学実習 3 時間、事後学習 1 時間。 

学内施設である、立教大学心理教育相談所での担当ケースによる心理検査、心理面接の実習。担当ケース１ケースにつき、実

践の実施、記録、振り返り、スーパービジョン（個人またはグループ）を含み、１セッションにつき 4時間、10セッション以上。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公認心理師となるための実習の意義について 

2. 見学実習事前学習 

3. 見学実習 

4. 見学実習事後学習 

5. 学内施設における担当ケース指導 

6. 学内施設における担当ケース指導 

7. 学内施設における担当ケース指導 

8. 学内施設における担当ケース指導 

9. 学内施設における担当ケース指導 

10. 学内施設における担当ケース指導 

11. 学内施設における担当ケース指導 

12. 学内施設における担当ケース指導 

13. 学内施設における担当ケース指導 

14. 振り返りとまとめ 

 

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

公認心理師の職責、すなわち① 公認心理師の役割 ② 公認心理師の法的義務及び倫理 ③ 心理に関する支援を要する者等

の安全の確保 ④ 情報の適切な取扱い ⑤ 保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務 ⑥多職

種連携及び地域連携 についての基礎的な学習を予習として行う。見学実習に行く分野についての予備学習を行う。担当ケース

についての予備学習を行う。見学実習の事後学習として振り返りと自己評価を行う。担当ケースについての振り返りを行い、指導

を受けた上で改めて振り返りを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/見学実習事前学習(10%)/見学実習(30%)/見学実習事後学習(10%)/担当ケース振り返りレポート

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■UP101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP101／映像身体学概説 

(Elements of Advanced Studies for Theories of Image and Embodiment) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

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） 
BEC5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「映像身体学」の基本的発想を理解し、それを各自の研究や制作に自在に応用できるようになる為の準備をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の身体と行動の在り方がどのようなものか、そして知覚の本質がどこにあるのか、それが世界との間にいかなる関係を形成

するのかを考えます。さらに＜機械による知覚＞にほかならない写真、映画などの映像が、いかにして身体による知覚＝行動に

連接し、思考の方法や感覚の表現になるのかを原理的に解き明かしていきます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物質と身体の違い 

2. 様々な知覚の段階 

3. 脳と知覚 

4. 記憶と知覚 

5. 機械による知覚としての写真 

6. 光の圧縮と切断としての写真  

7. 写真と絵画との間の本性の差異  

8. 映画の出現 

9. 写真と映画との間の本性の差異 

10. ＜運動＞（映画キャメラによる知覚） 

11. 運動と個体 

12. 記憶／過去と映画との関係  

13. 機械映像と潜在的なもの 

14. 「映像身体学」とは何か 

 

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

アンリ・ベルクソン『物質と記憶』を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、適宜配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP102／映像身体学演習 

(Advanced Seminar for Theories of Image and Embodiment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学と映像身体論 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

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） 
BEC5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、身体映像論にとってもっとも重要な思考を展開したジル・ドゥルーズの哲学について、その基本的な理解が得られ

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ここでは、ジル・ドゥルーズの哲学の本質を形成しているいくつかの概念についての本格的な理解をも目指したいと思っていま

す。この哲学は、まさに新たな概念（別の考え方）の形成にあり、それだけでなく新たな情動（別の感じ方）と知覚（別の見方）にま

で届くようなものです。基本的にはテクストや資料を用いた講義形式で授業を進めていきます。受講者は、こうした事柄について

の内容と表現とを、つねに各自のテーマや課題に即して意識できるよう心掛けてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 芸術と哲学の諸問題(1) 

3. 芸術と哲学の諸問題(2) 

4. 身体／声／言葉(1) 

5. 身体／声／言葉(2) 

6. 観念と出来事(1) 

7. 観念と出来事(2) 

8. まとめ 

9. 身体の戦争機械論(1) 

10. 身体の戦争機械論(2) 

11. プラグマティック／実践／戦略(1) 

12. プラグマティック／実践／戦略(2) 

13. プラグマティック／実践／戦略(3) 

14. まとめ 

 

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

講義内容についてノートをしっかりと取り、各テーマについての自分の考えや自分の課題との関係性などについてつねにまとめる

努力が重要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜。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） 
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■UP201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP201／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP202／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP203／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP204／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 94 - 

■UP205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP205／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP206／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP207／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP208／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI 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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP209／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA MASATAKA) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP210／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP211／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP212／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP213／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP214／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP215／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA HIDEYUKI) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP216／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP217／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP218／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP219／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA MASATAKA) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP220／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP221／修士論文指導演習１ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis1) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA YU) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習２」（秋学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP222／修士論文指導演習２ 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis2) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA YU) 

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） 
BEC6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「修士論文指導演習 1」（春学期）と併せて，修士論文執筆の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自の研究テーマに基づき，それぞれの指導教員が，研究計画の設定，研究の遂行，資料の収集や分析，論文の執筆を

指導する。論文に代えて修了制作を選択した学生には，制作計画の設定，制作，および副論文執筆の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の指導 

2. 修士論文の指導 

3. 修士論文の指導 

4. 修士論文の指導 

5. 修士論文の指導 

6. 修士論文の指導 

7. 修士論文の指導 

8. 修士論文の指導 

9. 修士論文の指導 

10. 修士論文の指導 

11. 修士論文の指導 

12. 修士論文の指導 

13. 修士論文の指導 

14. 修士論文の指導 

 

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，履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

修士論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP301／身体学特殊研究１ 

(Advanced Studies in Body and Theories 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メルロ＝ポンティの哲学（心身交差論を中心に） 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 隆久(Sugimoto Takahisa) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、身体映像学にとって重要な思考を展開したといわなければならないモーリス・メルロ＝ポンティの哲学について、

その基本的な理解が得られることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、モーリス・メルロ＝ポンティの哲学の本質を形成している身体論及び心身論（心身交差論）についての本格的な理

解をも目指したいと思っています。この哲学は、それ自体が「思考されないもの（アンパンセ）」についての思考であり、創造的表

現であるといえますが、メルロ＝ポンティの身体論と心身論の理解を通じて、「思考されないもの（アンパンセ）」についての思考や

創造的表現がいかなるものであるのかを考えてみたいと思います。基本的にはテクストや資料を用いた講義形式で授業を進めて

いきますが、折を見て受講者にも見解を述べてもらいますので、いつでも見解を述べることができるような姿勢で講義に臨んでく

ださい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 循環的因果性 

3. 身体論（1） 

4. 身体論（2） 

5. 身体の意味としての心（1） 

6. 身体の意味としての心（2） 

7. 交差する心身（1） 

8. 交差する心身（2） 

9. 現実性について（1） 

10. 現実性について（2） 

11. 交差する（の）思考（1） 

12. 交差する（の）思考（2） 

13. 内と外の出会いとしての自由（1） 

14. 内と外の出会いとしての自由（2） 

 

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

講義内容についてノートをしっかりと取り、各テーマについての自分の考えや自分の課題との関係性などについて、つねにまとめ

る努力が重要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布するか、講義内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. メルロ＝ポンティ、『行動の構造』、みすず書房 

2. メルロ＝ポンティ、『知覚の現象学』、法政大学出版局 

3. メルロ＝ポンティ、『見えるものと見えざるもの』、法政大学出版局 

4. 杉本隆久他、『道の手帖―メルロ＝ポンティ』、河出書房新社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UP302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP302／身体学特殊研究２ 

(Advanced Studies in Body and Theories 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『老子』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『老子』の代表的な章を講読し、理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『老子』は、著者も成立年代もはっきりしない、たった五千字という短い文章なのに、中国古典のなかで最も多くの注釈書が作ら

れてきた名著であり、戦術家、為政者、庶民、不死を目指す者、だれが覗いても、その人に応じて進むべき道を映し出してくれる

鏡のようなところのある、じつに不思議な書である。この『老子』のなかから代表的な章を選んで講読し、「水」のごとく、「雌」のごと

く、「嬰児」のごとくあれ、というその内容から、中国人がいかに世界や歴史、そして身体をとらえようとしていたのかを、他の思想と

比較しながら考察する。 

 授業は担当者の報告と全員の意見交換によって進めてゆく。担当者は担当箇所を精読して、必要に応じて調べ、授業時に口頭

で解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『老子』講読 道とは 

3. 『老子』講読 最高の善は水のよう 

4. 『老子』講読 玄牝―根源のメス 

5. 『老子』講読 無用の用 

6. 『老子』講読 嬰児への復帰 

7. 『老子』講読 美や善は絶対か 

8. 『老子』講読 学を絶てば憂い無し 

9. 『老子』講読 無為の政治 

10. 『老子』講読 大器晩成 

11. 『老子』講読 ユートピア論 

12. 『老子』講読 足るを知る 

13. 『老子』講読 柔弱は剛強に勝つ 

14. まとめ 

 

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

毎回指定した章を精読してくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・積極的参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金谷治、1997、『老子』、講談社 (ISBN:4-06-159278-5) 

 

参考文献（Readings） 

初回に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP311／映像学特殊研究１ 

(Advanced Studies in Image and Theories 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作品分析の方法 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一線の映画研究者による英文の批評的エッセーの講読を通して、学術的な作品分析を行うための専門的なスキルを習得し、

修士論文執筆のための総合的な力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に担当教員が、学術的な映画作品の分析について導入的な講義を行う。その後の前半は、１本の作品のテクストとコンテク

スト（当該作品の研究動向を含む）を簡潔に論じた批評的エッセーを毎回１編ずつ取り上げ、担当者による要約・関連事項の報

告・問題提起を受けて参加者全員で討議する。後半は、学生各自の研究テーマについて発表と討論を行う。文献講読と学生の発

表の回数は履修者の人数によって調整する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 担当教員による講義① 

3. 担当教員による講義② 

4. 文献講読① 

5. 文献講読② 

6. 文献講読③ 

7. 文献講読④ 

8. 文献講読⑤ 

9. 文献講読⑥ 

10. 学生の発表① 

11. 学生の発表② 

12. 学生の発表③ 

13. 学生の発表④ 

14. まとめ 

 

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

必要な映画作品の観覧や視聴。テキストの予習。関連事項の調査。発表の準備。授業内容の整理。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び議論への参加の度合い(50%)/発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業でそのつど指示します。必要に応じてプリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の運営に Blackboardを利用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■UP312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP312／映像学特殊研究２ 

(Advanced Studies in Image and Theories 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作品分析の方法 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA HIDEYUKI) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一線の映画研究者による英文の批評的エッセーの講読を通して、学術的な作品分析を行うための専門的なスキルを習得し、

修士論文執筆のための総合的な力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に担当教員が、学術的な映画作品の分析について導入的な講義を行う。その後の前半は、１本の作品のテクストとコンテク

スト（当該作品の研究動向を含む）を簡潔に論じた批評的エッセーを毎回１編ずつ取り上げ、担当者による要約・関連事項の報

告・問題提起を受けて、参加者全員で討議する。後半は、学生各自の研究テーマについて発表と討論を行う。文献講読と学生の

発表の回数は、履修者の人数によって調整する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 担当教員による講義① 

3. 担当教員による講義② 

4. 文献講読① 

5. 文献講読② 

6. 文献講読③ 

7. 文献講読④ 

8. 文献講読⑤ 

9. 文献講読⑥ 

10. 学生の発表① 

11. 学生の発表② 

12. 学生の発表③ 

13. 学生の発表④ 

14. まとめ 

 

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

必要な映画作品の観覧や視聴。テキストの予習。関連事項の調査。発表の準備。授業内容の整理。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び議論への参加の度合い(50%)/発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業でそのつど指示します。必要に応じてプリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の運営に Blackboardを利用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■UP321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP321／身体学特殊演習１ 

(Advanced Seminar on Body and Theories 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

形象をめぐって 

ファシズムと革命のあいだで 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI 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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

形象 figure やかたち Gestalt、formをめぐる思想史に対する理解を深めて、芸術と社会について自分なりの議論が展開できるよ

うになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、ジャン=フランソワ・リオタールの『言説 形象』をオリジナルのフランス語に加えて英訳日本語訳をつき合わせて読んでいく。

それから、形態（化）Gestaltungの問題をナンシー、ラクー=ラバルトの『ナチ神話』を通して検討した後、クラウス・テーヴェライトの

『男たちの妄想』を取り上げる。テーヴェライト理解の補助線としてドゥルーズ=ガタリ『アンチオイディプス』、佐藤嘉幸、廣瀬純『三

つの革命 ドゥルーズ=ガタリの政治哲学』や香川檀『ダダの性と身体』、同『想起のかたち』なども参照する。 

教員による解説と議論によって進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リオタール『言説 形象』 

2. リオタール『言説 形象』 

3. リオタール『言説 形象』 

4. リオタール『言説 形象』 

5. ナンシー、ラクー=ラバルト『ナチ神話』 

6. テーヴェライト『男たちの妄想』 

7. 佐藤、廣瀬『三つの革命』 

8. テーヴェライト『男たちの妄想』 

9. ダダ、表現主義とコラージュ、（フォト）モンタージュの問題 

10. テーヴェライト『男たちの妄想』 

11. ライヒと自我という鎧 

12. テーヴェライト『男たちの妄想』 

13. 追悼（喪）の政治学 

14. まとめ 

 

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

ファシズムについての歴史学や政治学の文献を学んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP322／身体学特殊演習２ 

(Advanced Seminar on Body and Theories 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
今日の批判の可能性（「68 年 5月」の 50 年後に） 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．自分が普段読み慣れている言語以外の言語で哲学や美学の文献を読みこなせるようになる。 

２．「批判」というものが今日置かれている窮境を明晰に把握して、自分なりの「批判」の営為を築くことができるようになる。 

３．60 年代の政治運動において問われていたことが何であったかを理解し，その現代的な意義を論じることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スラヴォイ·ジジェクはスローターダイクの『シニカル理性批判』を踏まえた上で今日の批判にどのような可能性が残されているの

かを問うた。68 年を一つの転機として変転を被ってきている「批判」の運命についてクリスティン·ロスの『68年 5 月とその後』（と

彼女が依拠するランシエール）やボルタンスキーとシャペロの『資本主義の新しい精神』などを参照して考えていく。また、歴史と

集団、そして人民というテーマについてサルトル、ブランショ、ディディ=ユベルマンを通して考える。 

教員の解説と参加者全員の議論によって進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

ジジェクとスローターダイク、「シニシズム」の批判 

2. クリスティン·ロス『68 年 5 月とその後』1 

3. クリスティン·ロス『68 年 5 月とその後』２ 

4. サルトル 

歴史と集団 

5. ブランショ 

文学と非人称性、人民 

6. ランシエール『解放された観客』 

7. ボルタンスキー、シャペロ『資本主義の新しい精神』 

8. ロベール·カステル 

社会的紐帯の喪失 

9. カトリーヌ·マラブー『私たちの脳をどうするか』 

10. ディディ=ユベルマンと人民の問題 1 

11. ディディ=ユベルマンと人民の問題 2 

12. ディディ=ユベルマンと人民の問題 3 

13. まとめ１ 

14. まとめ２ 

 

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

自分がいつも読み慣れている外国語以外の言語にも積極的に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■UP323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP323／身体学特殊演習３ 

(Advanced Seminar on Body and Theories 3) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像作品，映画監督を病跡学的手法で考察することで，「映像における身体」を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神医学における病跡学の方法論について紹介し，続いて具体的な映像作品あるいは映画監督に関する病跡学の論文をともに

講読し，討議する。さらにはそこで取り扱われている「身体」の問題にも光をあてる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 病跡学とは何か 

2. 病跡学と映画 

3. 病跡学と映画監督 

4. デヴィッド・リンチ作品の病跡学的検討 

5. 黒澤明作品の病跡学的検討 

6. タルコフスキー作品の病跡学的検討 

7. 精神疾患を題材とした映画－西洋映画編 

8. 精神疾患を題材とした映画―日本映画編 

9. 精神科病院を舞台にした映画－西洋映画編 

10. 精神科病院を舞台にした映画－日本映画編 

11. 受講生による発表① 

12. 受講生による発表② 

13. 受講生による発表③ 

14. まとめ―病跡学の可能性と限界 

 

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

｢精神医学、心理学的な観点から気になる映画｣を数本選び、授業内で紹介できるようにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表・発言及び出席(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP331／映像学特殊演習１ 

(Advanced Seminar on Image and Theories 1) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA YU) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学の基礎をおさえる。並びに、人類史上、初めて出現した機械の知覚たる写真の原理について学んだうえで、写真を通

して映像の本質についての思考を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

機械映像についての思考は、映像身体学の学びの核のひとつを成す。まずは、映像身体学の基礎をおさえたうえで、その機械

映像として人類史上、初めて出現した写真の原理を確認する。さらに写真術登場初期のインパクトを確認しつつ、写真の本質に

ついて考察する。その後は、「演習」ということで、文献講読と自由発表とで授業展開をする。本授業では、写真の本質について手

ごたえをもって考察を深めていけるよう、適宜おこなうディスカッションに加えて、各自が撮影した写真の講評会の機会を設ける。

文献は、ニューヨーク近代美術館の写真ディレクターを長らく務めたジョン・シャーカフスキーが企画した写真展「Photographers' 

Eye」(1966)のテクスト等を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――映像身体学における写真 

2. 映像身体学の基礎と写真の原理 

3. 映像身体学の基礎と写真の原理 

4. 映像身体学の基礎と写真出現のインパクト 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 写真作品講評会 

11. 自由発表 

12. 自由発表 

13. 自由発表 

14. まとめ――写真を通して考える映像身体学の意義 

 

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

文献講読時は予習して、不明点を明らかにしてのぞむこと。授業時にも写真等の作品は適宜紹介するが、各自でも写真集などで

作例に当たることがのぞましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への取り組み(30%)/口頭発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP332／映像学特殊演習２ 

(Advanced Seminar on Image and Theories 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 賢(SATO KEN) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジアと映像文化の関係性について省察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は，アジア（とくに大陸中国）における映像文化を扱った基本文献を講読し，討論する。随時文献で言及された映像作品を見

る。後半は，参加者の研究テーマ・関心事を見て方向性を決定する。授業は参加者の報告と討議を中心に進める。授業で共有し

たいのは，アジア（第三世界）にとって映像とは何か，映像にとってアジア（第三世界）とは何か，という問いとそれを相互に媒介さ

せた新たな批評的視点を模索する態度である。その際，考察する具体的な対象は映画・映像に限らなくてもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中国の近代経験と映像文化（１） 

3. 中国の近代経験と映像文化（２） 

4. 現代中国の映像文化（１） 

5. 現代中国の映像文化（２） 

6. 東アジアの近代経験と映像文化（１） 

7. 東アジアの近代経験と映像文化（２） 

8. まとめ 

9. 参加者の報告・討議 

10. 参加者の報告・討議 

11. 参加者の報告・討議 

12. 参加者の報告・討議 

13. 参加者の報告・討議 

14. まとめ 

 

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

自らとアジアの接点を見つけ出し読書を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(50%)/授業時の発言(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. レイ・チョウ、1999、『プリミティヴへの情熱』、青土社 

2. 仲里効、2007、『オキナワ、イメージの縁（エッジ）』、未来社 

3. ヴィジャイ・プラシャド、2013、『褐色の世界史』、水声社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP333／映像学特殊演習３ 

(Advanced Seminar on Image and Theories 3) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA YU) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学の原理とその具体的展開を、写真を通して学ぶ。写真という映像の本質についていくつかの文献を読みつつ学び、デ

ィスカッションを通して、思考を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

機械映像についての思考は、映像身体学の学びの核のひとつを成す。その機械映像の本質を確認・考察したのち、関連文献（写

真家でもあり写真教育者のスティーヴン・ショアの書物『写真の本質』等）を読みながら具体的な写真を分析し、写真映像の本質

をめぐる思考を深める。写真の本質について手ごたえをもって考察を深めていけるよう、また、写真への言葉によるアプローチを

学ぶために、本授業後半では、学生各人が写真集及び作品を選んで批評し、プレゼンテーションする実践的訓練をおこなう。ディ

スカッションは毎回行う予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――映像身体学と写真 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 写真作品批評の方法を学ぶ１ 

9. 写真作品批評の方法を学ぶ２ 

10. 学生によるプレゼンテーション 

11. 学生によるプレゼンテーション 

12. 学生によるプレゼンテーション 

13. 学生によるプレゼンテーション 

14. まとめ――写真という対象に向かって書くということ 

 

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)(30%)/授業への取り組み(30%)/口頭発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP401／身体論ワークショップ１ 

(Workshop on Embodied Art 1) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA CHIAKI) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇を社会に応用したソーシャリー・エンゲイジド・アートの可能性を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、社会に関与する芸術実践として、ソーシャリー・エンゲイジド・アートと呼ばれるプロジェクトや取組が注目されている。他

方、演劇は古来より都市や共同体に根ざした芸術として発展してきたが、そこで培われた演劇的な発想やモデルを、今日の社会

的な芸術実践に応用することはいかに可能だろうか。本授業ではこの問いについて思考するためにいくつかの理論書を紐解き、

事例をリサーチしながら、演劇とソーシャリー・エンゲイジド・アートが相互に接近する地点を探る。授業後半には、前半での考察

を踏まえて企画立案を行い、個人ないしグループでの実践を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. リサーチ報告、ディスカッション 

3. リサーチ報告、ディスカッション 

4. リサーチ報告、ディスカッション 

5. リサーチ報告、ディスカッション 

6. リサーチ報告、ディスカッション 

7. リサーチ報告、ディスカッション 

8. リサーチ報告、ディスカッション 

9. プラン報告、ディスカッション 

10. プラン報告、ディスカッション 

11. プラン報告、ディスカッション 

12. プラン報告、ディスカッション 

13. プラン報告、ディスカッション 

14. 発表・講評 

 

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

毎回リサーチなど宿題あり。授業は個人による事前学習やリサーチの成果を共有する場と考えておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびレポート提出状況(60%)/最終発表の達成度(40%) 

ほぼ毎週事前リサーチなど宿題あり。 

 

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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■UP402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP402／身体論ワークショップ２ 

(Workshop on Embodied Art 2) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体を表現するメディアとして捉え、様々な技法に触れながら身体が持っている可能性に目を向け、その受信力及び発進力を高

めていくことを目的とする。また、身体と言葉、身体と映像の関係にも着目し、身体を通した記録と記憶、想起、継承に付いても考

察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ダンス、ヨガ、合気道、気功などの基本的な身体トレーニングを毎授業、反復して取り組みながら自己の持つ身体感覚に目を向

け、また、それと同時にメソードに囚われない自由な発想を毎回異なるテーマからアプローチしながら身体の可能性を探る。ま

た、朗読や撮影を通して言葉とカメラをインタラクティブに扱う身体ワークショップを考案してみたい。以下に大まかな授業計画は

示すが、集まった学生に応じて授業内容は変更されることがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 呼吸と脱力 

2. 身体の軸を探る 

3. 丹田を感じる 

4. 気の錬磨 

5. リズムと反復 

6. テーマとバリエーション、ハーモニーとポリフォニー 

7. 掛け合い・即興 

8. 発語する身体 

9. 聴く身体 

10. 撮影する身体 

11. カメラに写される身体 

12. 朗読と撮影とダンス 

13. 発表・合評 

14. 発表・合評 

 

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

毎授業行うメソード、テクニック、技法は学期中は授業後も反復して取り組んで貰いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(50%)/課題への取り組み及びその成果(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP403／身体論ワークショップ３ 

(Workshop on Embodied Art 3) 

担当者名 

（Instructor） 
羽鳥 嘉郎(HATORI YOSHIRO) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発話や身体のバリエーションを生み出すインストラクションを制作する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演技メソッドやト書き、または習慣に従った振る舞いにとどまらない、特定の質をもった言動を生成するためのインストラクション

（指示）を制作する。インストラクションに従う者・それを鑑賞する者に、認知の変容あるいは更新をうながすことを旨とし、芸術表

現としてのジャンル（パフォーマンス／演劇／ダンス）に限定されないアプローチを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ワークショップ 1 

3. ワークショップ 2 

4. ワークショップ 3 

5. ワークショップ 4 

6. リハーサル 1 

7. リハーサル 2 

8. リハーサル 3 

9. リハーサル 4 

10. リハーサル 5 

11. リハーサル 6 

12. リハーサル 7 

13. 発表 

14. まとめ 

 

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する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の取り組み(50%)/課題発表(50%) 

 

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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■UP404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP404／身体論ワークショップ４ 

(Workshop on Embodied Art 4) 

担当者名 

（Instructor） 
羽鳥 嘉郎(HATORI YOSHIRO) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発話や身体のバリエーションを生み出すインストラクションを制作し、作品化する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演技メソッドやト書き、または習慣に従った振る舞いにとどまらない、特定の質をもった言動を生成するためのインストラクション

（指示）を制作する。インストラクションに従う者・それを鑑賞する者に、認知の変容あるいは更新をうながすことを旨とするが、特

定の芸術ジャンルに落とし込む方法（そしてその際に伴うべき批評性）についても議論し実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ワークショップ 1 

3. ワークショップ 2 

4. ワークショップ 3 

5. ワークショップ 4 

6. リハーサル 1 

7. リハーサル 2 

8. リハーサル 3 

9. リハーサル 4 

10. リハーサル 5 

11. リハーサル 6 

12. リハーサル 7 

13. 発表 

14. まとめ 

 

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する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の取り組み(50%)/課題発表(50%) 

 

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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■UP405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP405／身体論ワークショップ５ 

(Workshop on Embodied Art 5) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA MASATAKA) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

空間と時間の観点から演劇の身体のことを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演劇には、上演する身体がある。一般に、上演するということは、いま、ここで、なにか演じる（発話したり行為したりする）ことであ

る。上演をする人は、いま、ここに、確かに存在しているというのに、あたかも、いま、ここの時間には関わりなく存在しているよう

にふるまっている。私には、このことはとても重要な演劇の「からだ」のありさまであるように思われる。なぜなら、それは「いま、こ

こ」の空間に「過去のなにか」のことを連れて来る不可思議な時間的な出来事であるからである。つまり、演劇の上演とは、現実

（現在）の空間（場所）と、いま、ここではないさまざまな時間性（過去のことや戯曲の中の時間など）との出会いのことである。さら

に、そのような上演との関わりにおいて存在する観客の身体のことについても考えたい。現代演劇は、上演に参入する観客の身

体をこそ主題の一つとしてとらえなければ成り立たないのではないだろうか。 

春学期の授業では、戯曲を上演する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戯曲の選定。 

2. リハーサル。 

3. リハーサル。 

4. リハーサル。 

5. リハーサル。 

6. リハーサル。 

7. リハーサル。 

8. リハーサル。 

9. リハーサル。 

10. リハーサル。 

11. リハーサル。 

12. リハーサル。 

13. 上演 

14. 合評 

 

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

とくにない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■UP406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP406／身体論ワークショップ６ 

(Workshop on Embodied Art 6) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA MASATAKA) 

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） 
BEC5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

空間と時間の観点から演劇の身体のことを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演劇には、上演する身体がある。一般に、上演するということは、いま、ここで、なにか演じる（発話したり行為したりする）ことであ

る。上演をする人は、いま、ここに、確かに存在しているというのに、あたかも、いま、ここの時間には関わりなく存在しているよう

にふるまっている。私には、このことはとても重要な演劇の「からだ」のありさまであるように思われる。なぜなら、それは「いま、こ

こ」の空間に「過去のなにか」のことを連れて来る不可思議な時間的な出来事であるからである。つまり、演劇の上演とは、現実

（現在）の空間（場所）と、いま、ここではないさまざまな時間性（過去のことや戯曲の中の時間など）との出会いのことである。さら

に、そのような上演との関わりにおいて存在する観客の身体のことについても考えたい。現代演劇は、上演に参入する観客の身

体をこそ主題の一つとしてとらえなければ成り立たないのではないだろうか。 

秋学期の授業では、受講者の演出で、作品を創作する。複数の上演作品になるかもしれない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 話し合い。上演作品の主題の検討。 

2. リハーサル。 

3. リハーサル。 

4. リハーサル。 

5. リハーサル。 

6. リハーサル。 

7. リハーサル。 

8. リハーサル。 

9. リハーサル。 

10. リハーサル。 

11. リハーサル。 

12. リハーサル。 

13. 上演 

14. 合評 

 

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

必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■UP421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP421／映像論ワークショップ１ 

(Workshop on Video and Cinema 1) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

監督として２０分程度の劇映画の製作を行う。 

受講生は、過去に２０分以上の劇映画を監督した経験を持つ者に限る。また、受講生以外（学内外を問わず）のスタッフ、キャスト

の協力を得られる環境にある者に限る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０分程度の劇映画を製作するためのさまざまな実践を行う。 

以下の授業計画は、あくまでも予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題シナリオ提示 

2. 課題シナリオのリハーサル 

3. 課題シナリオの撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

4. 課題シナリオの撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

5. 課題シナリオ実写化作品の発表と講評 

6. 作品化するシナリオの講評（１） 

7. 作品化するシナリオの部分実写化（授業時間以外の作業を含む） 

8. 作品化するシナリオの部分実写化（授業時間以外の作業を含む） 

9. 作品化するシナリオの部分実写化作品の発表と講評 

10. 作品化するシナリオの講評（２） 

11. 製作（授業時間以外の作業を含む） 

12. 製作（授業時間以外の作業を含む） 

13. 製作（授業時間以外の作業を含む） 

14. 作品講評 

 

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

必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（作品製作を通してどれだけ「劇映画」に迫ることができたかの度合い）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■UP422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP422／映像論ワークショップ２ 

(Workshop on Video and Cinema 2) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

監督として２０分程度の劇映画の製作を行う。 

受講生は、過去に２０分以上の劇映画を監督した経験を持つ者に限る。また、受講生以外（学内外を問わず）のスタッフ、キャスト

の協力を得られる環境にある者に限る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０分程度の劇映画を製作するためのさまざまな実践を行う。 

以下の授業計画は、あくまでも予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題シナリオ提示 

2. 課題シナリオのリハーサル 

3. 課題シナリオの撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

4. 課題シナリオの撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

5. 課題シナリオ実写化作品の発表と講評 

6. 作品化するシナリオの講評（１） 

7. 作品化するシナリオの部分実写化（授業時間以外の作業を含む） 

8. 作品化するシナリオの部分実写化（授業時間以外の作業を含む） 

9. 作品化するシナリオの部分実写化作品の発表と講評 

10. 作品化するシナリオの講評（２） 

11. 製作（授業時間以外の作業を含む） 

12. 製作（授業時間以外の作業を含む） 

13. 製作（授業時間以外の作業を含む） 

14. 作品講評 

 

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

必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（作品製作を通してどれだけ「劇映画」に迫ることができたかの度合い）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■UP423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP423／映像論ワークショップ３ 

(Workshop on Video and Cinema 3) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

長編映画のシナリオ執筆 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士制作に向けて、長編映画の企画開発、プロット化からシナリオ執筆までを指導する。応募資格は少なくともこれまで 2 本以上

の映画を監督したか、またはメインスタッフとして経験したものに限る。未経験者は不可（例外は認めない）。授業内で参考になる

映像作品（ドラマ、映画）なども見る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企画立案に向けての話し合い① 

2. 企画立案に向けての話し合い② 

3. 企画立案に向けての話し合い③ 

4. 企画立案に向けての話し合い④ 

5. 企画立案に向けての話し合い⑤ 

6. 企画立案に向けての話し合い⑥ 

7. 企画立案に向けての話し合い⑦ 

8. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い① 

9. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い② 

10. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い③ 

11. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い④ 

12. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い⑤ 

13. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い⑥ 

14. プロットあるいはシナリオ執筆に向けての話し合い⑦ 

 

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

自分が撮りたい企画についての具合的なアイデアを考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(50%)/企画（プロット・シナリオ）の進行具合で評価(50%) 

 

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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■UP424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP424／映像論ワークショップ４ 

(Workshop on Video and Cinema 4) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

長編映画のシナリオを書き上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際に撮影に適したシナリオを書きあげる。春学期の映像論 WS3 の受講生のみを対象とする。参加条件は春学期同様，撮影・

編集などが一通りできて，映像作品 2 本以上を作ったことのある者に限る。例外は認めない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 脚本指導① 

2. 脚本指導② 

3. 脚本指導③ 

4. 脚本指導④ 

5. 脚本指導⑤ 

6. 脚本指導⑥ 

7. 脚本指導⑦ 

8. 脚本指導⑧ 

9. 脚本指導⑨ 

10. 脚本指導⑩ 

11. 脚本指導⑪ 

12. 脚本指導⑫ 

13. 脚本指導⑬ 

14. 脚本指導⑭ 

 

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

夏期休業明けの最初の授業までに，プロット（A4 の紙 10～20枚）を提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率を含む脚本執筆に向けての積極性(30%)/完成したシナリオに対する評価(70%) 

 

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） 

 

 

  



 - 134 - 

■UP425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP425／映像論ワークショップ５ 

(Workshop on Video and Cinema 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作品制作のための撮影技術 

担当者名 

（Instructor） 
山田 達也(YAMADA TATSUYA) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自らの作品制作のための、さらなる撮影技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科機材を使い更なる撮影技術、照明技術を習得実践し作品作りへつなげる。 

学生個々人との話し合いにより目標を設定し、それに見合う実技内容を展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 目標設定相談 

3. 目標設定相談 

4. 撮影照明実技（１） 

5. 撮影照明実技（２） 

6. 撮影照明実技（３） 

7. 撮影照明実技（４） 

8. 講評と撮影目標 

9. 撮影照明実技（５） 

10. 撮影照明実技（６） 

11. 撮影照明実技（７） 

12. 撮影照明実技（８） 

13. 撮影のまとめ 

14. 講評 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席及び授業態度(50%)/授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP427／映像論ワークショップ７ 

(Workshop on Video and Cinema 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
次世代メディア政策論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今おこりつつあるメディアの変化を「政策」の視点から俯瞰し、メディアに対するルールのあり方などをさぐる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディアは単に各種コンテンツの集合体ではない。特に放送にはそれに伴う技術的な規制や制度が多く存在し、それらをきちんと

把握することで新たなメディアビジネスを創造していく必要がある。 

技術、政策、ビジネスの３視点からメディアの今後の姿を類推し、そこでどのようなコンテンツを想像していけばいいかを考える。

実際の映像制作は行わない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現状のメディア変化のポイント 

2. 身体がメディアを生み、メディアを進化させた 

3. 放送とコンテンツ配信の違いと共通点 

4. 4K/8Kが描く映像メディアの将来像〔東京五輪へ向けたロードマップ） 

5. 周波数行政が意味すること 

6. スマート TV という新たなテレビの意味するもの 

7. Ｌアラートなどメディアによる減災・免災への取り組み 

8. OTTサービスが持つ意味 

9. ＴＰＰ時代の著作権 

10. アメリカ・ヨーロッパにおける放送サービスのかたち 

11. ハリウッド映画をメディアコングロマリット 

12. グーグル・アップル、アマゾンなどグローバルデジタル企業がめざすメディア政策 

13. 広告ビジネスから見た新たなメディア状況 

14. 雑誌・新聞など出版メディアから見た次世代状況 

 

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

ネットフリックスなどの新規の配信ビジネスの実態を体験しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■UP502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP502／映像制作プロデュース論演習 

(Advanced Seminar on Film and Video Production) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デジタルサイネージの研究 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

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） 
BEC5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最近、新たなコミュニケーション・ツールとして着目されている大型デジタルサイネージについて、その広告理論と技術、Web との

関係から研究し、２０２０年の東京五輪へ向けたサイネージの潜在力を明かしていく。可能であれば、最後に簡単な「疑似制作」を

おこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大型映像は、1970 年の大阪万博の頃から具体化してきた新種の屋外広告であった。デジタル化が進み、テレビＣＭとは異なるプ

ロジェクションマッピングなどのデジタルサイネージが登場し、広告主からするとメディア的な予算ではなく、キャンペーン予算に入

れ替わり始めた。広告の予算がメディアからキャンペーンなどに移行しつつある中で、今後の広告が進む方向についても考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. いま「広告」におきている変化＝メディアからそのほかの分野への移行。 

2. 「広告」の新しい傾向≒商品の差別化よりもブランドの意志（ウイル）に 

3. 放送にとっての視聴率と、サイネージにとっての接触率 

4. USPから離れて、消費者のココロのツボ＝「インサイト」を発見する 

5. サイネージの新技術と事例 

6. 学性発表①新たなサイネージの企画 

7. 学生発表②新たなサイネージの企画 

8. 消費者との接点によって見せ方を変える 

9. 「クロスメディア」における「顧客接点マネジメント」 

10. わざとわかりにくく、消費者に謎をかける 

11. 「商品の良さ」よりも「イイ時間の提供」を 

12. 学生発表③新たなサイネージの企画 

13. 学生発表④新たなサイネージの企画 

14. ライブ感覚こそ人の心を動かす 

 

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

テレビＣＭや屋外のデジタルサイネージを常に注意をして見ておくこと。 

東京駅、品川駅、羽田空港などサイネージの多いところをチェックする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 広瀬信輔、『アドテクノロジーの教科書』、翔泳社 

2. 徳久昭彦、『ネット広告ハンドブック』、JMAM 

3. 佐藤達郎、『これからの広告の教科書』、換気出版 

4. 佐藤康夫ほか、『リスティング広告』、KAFOKAWA 

受講者が確定したところで、それぞれの能力に応じて指示を与える。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■UP505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

UP505／映像機器・施設ワークショップ 

(Workshop for Operating Advanced Video Equipment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
AVID ProTools 基礎 

担当者名 

（Instructor） 
川口 陽一(KAWAGUCHI YOICHI) 

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） 
BEC5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像作品における音響に関する技術と知識、とりわけポスト・プロダクション(仕上げ)工程の技術と知識を習得するこ

とを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映像業界で最も使用されている音響システム AVID ProTools の使用を学ぶことが主たる内容である。 

しかし映像作品は音響だけが独立して存在しているわけではない。それに伴い、映像制作全般について、音響の視点から考える

機会ともなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映像における音の役割について(1) 

3. 映像における音の役割について(2) 

4. 映像・音声データについて(1) 

映像(撮影)との同期について 

5. 映像・音声データについて(2) 

映像編集との関係について 

6. 録音演習(1) 

7. 録音演習(2) 

8. 整音(ミックス)演習(1) 

9. 整音(ミックス)演習(2) 

10. 整音(ミックス)演習(3) 

11. 整音(ミックス)演習(4) 

12. 最終仕上げ(MA)演習(1) 

13. 最終仕上げ(MA)演習(2) 

14. まとめ 

 

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する。 

授業時間内で学べることは限られているので各自自主的な取り組みが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席及び及び授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、適宜配布、または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WW111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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） 

 

 

  



 - 147 - 

■WW125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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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■WW147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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こ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に研究を実施して、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こ

と。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法・分析方法についての検討などを指導教員

および副指導教員による個別指導で行い、研究成果を博士課程前期課程の正課である「現代心理学特殊研究」および，毎年 2

月に行われる年次報告会で研究の進捗について報告させ、専攻教員全員が指導する。 

 

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、研究の実施、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする。 

 

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） 

 

 

  



 - 160 - 

■WX111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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） 

 

 

  



 - 165 - 

■WX121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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） 

 

 

  



 - 175 - 

■WX137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WX147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学研究 

（Research of clinical psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 淑江(YAMANAKA YOSHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CLP7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的に意義のある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こと。 

臨床心理学の研究者として自立して研究を企画、実施し、論文としてまとめる能力を獲得すること。 

臨床心理学の実践と理論の間の関係を熟知した上で、現場に還元できる研究を行なう能力を獲得すること。 

臨床心理学における倫理性を踏まえ、支援を必要とする人と支援をする人の双方にとって意義ある研究を行なう能力を獲得する

こと。 

臨床心理学の研究の発展に寄与する研究を行なう能力を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、臨床心理学の理論と実践に研究が還元できることは何かを熟考する。研究テーマの検討、先

行研究の検討、研究方法の倫理性の検討、博士論文の構成等の検討及び研究に関する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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う。その後各自が研

究の進捗について指導教員と副指導教員に報告し指導を受ける。半年に一度、専攻全体の教員が出席する研究進捗状況の報

告会を実施し、多角的な指導を行う。 

 

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、臨床心理学的な実験、観察、調査などによる研究の実施、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価を

行うものとする。 

 

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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■WY111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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） 

 

 

  



 - 186 - 

■WY115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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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■WY141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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

ること。 

 

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） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、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、毎年２月に開かれる中間報告会などを交えながら指導していく。  

 

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作家、作品の鑑賞や資料収集、先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度ごとに指導教員と相談のうえ提出される「研究計画書」と，学期ごとに提出 される「研究成果報告書」をもとに総合的な評価

を行うものとする 

 

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） 



 

 

 

 


