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■VD200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／研究基礎 

(Basic seminar for master's thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員(FULL TIME TEACHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
２０１６年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

究アプローチ等、研究する上での基礎的研究手法を学ぶ。   

 

It is an Introduction Phase subject aimed at deciding your research theme and selecting your academic advisor. You will learn the 

fundamentals of performing research, such as how to prepare a résumé, search materials, prepare a thesis, select a theme, and 

approach research.   

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

During this course, you will have not decided on an official academic supervisor during the spring semester of your first year. 

During this period you will mainly be studying fundamental research methods with the head of the master’s program. In addition, by 

attending omnibus lectures by the faculty in each research field, you will learn the problems being faced and the research 

approaches of the faculty in each field.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文作成の基礎①（レポートの書き方） 

3. 論文作成の基礎②（クリティカル・リーディングについて） 

4. 研究を始めるにあたり必要な倫理の知識 

5. 身体トレーニングに関わる研究について 

6. スポーツ社会学の研究方法 

7. スポーツにおける国際比較研究 

8. 公共・社会哲学研究の方法 

9. サードセクター研究の動向について 

10. 外国援助の批判的検討と社会開発の意義-バングラデシュ、ニューヨークでの研究・調査を通して 

11. 社会保障研究の方法－ニュージーランドを事例として 

12. 超高齢社会の課題から、研究テーマ、方法を考える 

13. 社会福祉学の研究方法 

14. 総括・研究構想の発表 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点と提出課題の内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD301／コミュニティ政策研究１ 

(Studies in community development and social policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貧困問題とその対策について考える 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

貧困問題の現状を理解したうえで、生活保護制度を中心とした貧困対策のあり方について考える。 

 

After understanding the current poverty issues, think about the measures for combatting poverty focusing on the social welfare 

system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

貧困問題に関するテキストを利用しながら、貧困問題をどのように捉えるのか、また、貧困問題にどのように対応していくのか、と

りわけ生活保護制度や生活困窮者自立支援制度を中心に、その対策のあり方について理論面や海外の事例などを通じた広い

視点から検討していきたい。 

 

While using a textbook about poverty issues, we discuss how to comprehend poverty issues and in what ways they should be 

addressed, focusing in particular on the public assistance and the support programs for low-income people, and we will discuss the 

state of those measures from a wide range of viewpoints, both theoretically and using examples from overseas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション〜貧困問題とは？〜 

2. 貧困と就労 

3. 生活保護と補足性の原理  

4. 生活保護の扶養義務 

5. 福祉事務所とケースワーカー 

6. 公的扶助と財政 

7. 公的扶助の歴史 

8. 生活保護で対応できない貧困 

9. 現金給付と現物給付 

10. 貧困と居住支援 

11. 貧困と医療、介護 

12. 貧困対策と権利保障 

13. 生活困窮者自立支援制度と生活保護 

14. 今後の貧困対策のあり方 

 

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

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

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

講義時や Blackboard で文献等を示す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩永理恵、卯月由佳、木下武徳、2018、『生活保護と貧困対策』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15061-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

原則、演習方式で講義を行う。 

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



 - 3 - 

 

注意事項（Notice） 
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■VD302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD302／コミュニティ政策研究２ 

(Studies in community development and social policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
・社会開発の意義と市民社会の役割 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

める。 

 

Economic growth-oriented aid and development led by developed countries and international organizations has caused numerous 

social and environmental issues on a global scale. While the development model has its place, society needs to adopt measures to 

move away from the current economic growth-oriented paradigm and move toward social development theory that considered a 

people-centered approach and promote well-being. 

In this class, you will study issues related to "the significance of social development" that have emerged from critical review of 

large-scale development and aid by developed countries and international organizations through the previous studies and 

discussion. You will also learn about the components of civil society, and the role it plays in promoting social development.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

 

Developed countries among the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) and international 

organizations have allowed economic growth in developing countries by modernizing industries and introducing modern 

technologies. What are the influences of aid and large-scale development on the poor living in rural areas? You will examine issues 

through previous studies on "the significance of social development" and "the role of civil society" that have come to be 

recognized as having large impacts. In this class, you are expected to prepare thoroughly, actively participate and to take part in 

discussion. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方についての確認 

第 1 回目については，必ず参加するようにしてください 

2. 研究テーマおよび問題意識の確認 

3. 各学生が収集した文献・資料の確認（学生による報告） 

4. 研究方法 

5. 各学生による報告とディスカッション 

6. 各学生による報告とディスカッション 

7. 基礎文献の輪読および学生による報告 

8. 基礎文献の輪読および学生による報告 

9. 途上国における社会開発の課題（テキスト参照） 

英語の文献・DVD（日本語での解説あり）を通して理解を深める 

10. 途上国における社会開発の課題（テキスト参照） 

：近代化論と内発的発展論 

11. 市民社会を構成する現地 NGO の役割（テキスト参照） 

：コミュニティを基盤として活動する現地 NGO 

12. 市民社会を構成する現地 NGO の役割（テキスト参照） 

：コミュニティを基盤として活動する現地 NGO 

13. 途上国における市民社会の役割（テキスト参照） 

14. レポート講評，演習まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

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

行研究を分析する必要がある。 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

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

する：地域平和と内発的発展』 第５章所収』、明石書店 

2. 西川潤、2018、『2030 年未来への選択』、日系プレミアムシリーズ 

3. 西川潤、2011、『グローバル化を超えて』、日本経済新聞出版社 

西川潤編著『社会科学を再構築する』（明石書店 2007 年）。その他、適宜紹介。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

受講前に質問がありましたら、電子メールで遠慮なく連絡してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD303／コミュニティ政策研究３ 

(Studies in community development and social policy 3) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
六波羅 詩朗(ROKUHARA SHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

While learning about theory of poverty going through the historical development of the social welfare state, you will understand the 

characteristics of and the current state and problems facing the social welfare state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

「社会福祉と貧困」の論点を講義していく。時間があれば、｢ベーシックインカム｣についても触れたい。 

 

In this academic year, we will focus on the relationship between problems of poverty and societal exclusion and discuss their 

relationship with the social welfare state using “self-reliance and the poor” as a keyword. Furthermore, using the debate on the 

current state of and issues facing the welfare state, there will be lectures on the current points of debate for societal welfare and 

poverty, low income earners, and problems of poverty. If there is time, I would also like to touch on basic incomes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉政策の視点 

2. 社会保険と社会扶助の相違 

3. 諸外国における社会福祉政策の特徴（１） 

4. 諸外国における社会福祉政策の特徴（２） 

5. 我が国における社会福祉政策の歴史的視点 

6. 社会福祉政策の戦後の特徴（１） 

7. 社会福祉政策の戦後の特徴（２） 

8. 社会福祉政策と労働・雇用問題 

9. 社会福祉政策と貧困（１） 

10. 社会福祉政策と貧困（２） 

11. ソーシャルインクルージョンと社会福祉政策 

12. 生活困窮者に対する自立支援と社会福祉政策 

13. 社会福祉政策における困窮者支援 

14. 社会福祉政策の新たな展望（困窮者支援の政策的方向性) 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD304／コミュニティ政策研究４ 

(Studies in community development and social policy 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的バルネラブルクラス論 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

Investigate assistance programs based on acknowledging the rights of “vulnerable classes”—immigrants such as non-regular 

residents, foreign spouses, and refugees, sexual minorities in the LGBT community, etc.—who find it difficult to be accepted by 

society, and learn the fundamentals of welfare research.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

いては授業内で指示する。 

 

You will read the literature about the vulnerable classes (Kojun Furukawa (2009) Expansion and Limitations of Social 

Welfare)—foreign immigrants and sexual minorities. Discussion will be held under the assumption that all participants have read 

the assigned reading. Reading material will be assigned in-class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会的弱者とはいかなる存在か 

2. 社会的バルネラブルクラスについて 

3. 社会サービス・社会福祉・生活支援―視点と枠組み 

4. 外国人移住生活者にみる社会的バルネラビリティとそのシティズンシップ 

5. 労働市場の社会的排除と包摂―働くことが「社会参加」になるのか 

6. 多文化社会の福祉コミュニティ形成 

7. トランスナショナルな移住の実態と支援 

8. 多文化共生政策と民間団体―韓国の移民支援民間団体の調査から 

9. グローバル化が進展するなかでの地域福祉の課題 

10. 韓国の社会的バルネラブルクラスとコミュニティ・エンパワメントに関する研究 

11. 韓国における性的尐数者の当事者組織形成過程に関する研究 

12. 韓国における性的尐数者をめぐる争点 

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

14. 社会的バルネラブルクラスとコミュニティ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終時のレポート(30%)/授業中の討議への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 日本社会福祉学会編、2012、『対尾論 社会福祉学 2 社会福祉政策』、中央法規 (ISBN:978-4-8058-3726-9) 

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

4. 朝倉美江、2017、『多文化共生地域福祉への展望』、高菅出版 (ISBN:978-4-901793-76-6) 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■VD305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD305／コミュニティ政策研究５ 

(Studies in community development and social policy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パートナーシップを支える仕組み 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ュニティ・非営利組織との関係のあり方について考察する。 

 

In this class, we will observe the relationship between local governing concepts/bodies and community/non-profit organizations 

through a survey of contemporary problems facing Japanese local government initiatives and organizations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

セクターに関心が集まっている。 

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

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

いて持ち回りで発表してもらい、それについて全員で議論する。 

 

Although the trend in recent years of decentralization and the privatization of public services in advanced industrial nations has its 

origins in cost-cutting by governments facing large financial burdens, a variety of actors have stepped in to provide solutions to 

support regions and communities affected by these changes. This can be called a form of governance and it is a current and 

worldwide trend. In Japan as well, this trend is having a big impact on the environment governing bodies find themselves, and 

coupled with the large-scale municipality mergers, there is a growing interest in the community as the fundamental unit of 

governance and the non-profit sector as the main supplier of services. 

In this class, the aim is to learn the fundamental concepts surrounding local government and non-profit organizations using 

changes such as those mentioned above as the groundwork. 

The first half of this class will consist of critical reading of the base text and academic papers (including English papers as 

required). In the second half, each student will present on a problem they are interested in, and then the whole class will discuss 

the issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の進め方、各自の問題関心などの確認 

2. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読① 

3. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読② 

4. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読③ 

5. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読④ 

6. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑤ 

7. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑥ 

8. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑦ 

9. 地方自治・非営利組織に関する基本書・論文の輪読⑧ 

10. 各自の問題関心に基づく報告① 

11. 各自の問題関心に基づく報告② 

12. 各自の問題関心に基づく報告③ 

13. 各自の問題関心に基づく報告④ 

14. この授業のまとめ 

 

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

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

と。具体的な内容については、本人の意向を踏まえ指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点、担当回の報告、議論等への参加状況等を総合的に勘案(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

(ISBN:978-4-326-60228-5) 

その他の文献については適宜コピーして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

(ISBN:978-4-326-60251-3) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD306／コミュニティ政策研究６ 

(Studies in community development and social policy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ティ開発論，日英の社会的企業の事例から学んでいく。 

 

We will learn from British community development theory and case studies of Japanese and English social enterprises, within the 

context of deepening problems of societal exclusion how to revitalize communities and whether empowerment is possible. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

考察する。 

 

Today, social enterprises are the focus of attention as the main vehicle of social inclusion as a means of solving social exclusion 

problems. However, social enterprises are not simply “businesses that solve social problems”; at their foundation is an inclusive 

economics whose foundation is civic society. While looking at case studies of such social enterprises in Great Britain and Japan, 

we will examine the methods they employ for community empowerment and the contemporary issues they face. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニティとは何か 

2. NPO によるコミュニティ形成の特徴 

3. 阪神淡路大震災の際の NPO によるコミュニティ形成の事例から 

4. 参加者によるオリジナル報告① 

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

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

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

8. 参加者によるオリジナル報告② 

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

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

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

12. 参加者によるオリジナル報告③ 

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

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

 

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

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

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

研究会も主催しているので，そちらも是非参加して頂けると良いと思う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での報告(70%)/授業への出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

 

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

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

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

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

社会的企業研究会の HP 

https://sse.jp.net/ 

アジア太平洋資料センター（PARC）の HP 

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

 

注意事項（Notice） 
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■VD307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD307／コミュニティ政策研究７ 

(Studies in community development and social policy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学の理論と実践を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹（HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、行政学に関する学術的な議論，モデルや理論を理解し，調査研究活動や実践面に応用できるようにすることを目標

とする。必要に応じて事例研究を行い、希望する者は、実際に自治体等にインタビュー調査に出向き、実践面・実務面の理解を

深めることも目標とする。 

 

The goal is to understand the academic debate, models and theories regarding public policy and apply it to investigatory research 

activity and actual implementation. In addition to researching case studies, another goal is to deepen understanding in practical 

aspects by conducting some field research at local governments where interested parties can experience public policy making 

first-hand.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、行政学に関するモデルや理論の理解を図るため、行政学に関連するテキストを輪読するとともに、学生の関心に応

じて分野ごとの専門書（和書・洋書）も輪読する。その上で、必要に応じて、各自が研究対象とする行政機関等と政策を設定し，現

地調査を含めて、調査・研究を行い、発表する。 

 

Beyond understanding models and theory of public policy, each student will set a policy with the institution that is their research 

target and perform investigations and research, including on-site investigations. In addition, each student will present the results 

of their investigation/research to the class and engage in debate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 各自の研究テーマの発表とそれに対応した行政学研究の考察 

3. 行政学に関するテキスト輪読Ⅰ 

4. 行政学に関するテキスト輪読Ⅱ 

5. 行政学に関するテキスト輪読Ⅲ 

6. 行政学に関するテキスト輪読Ⅳ 

7. 行政学に関するテキスト輪読Ⅴ 

8. 行政学に関するテキスト輪読Ⅵ 

9. 行政学に関する専門書輪読Ⅰ 

10. 行政学に関する専門書輪読Ⅱ 

11. 実地調査の制度設計Ⅰ（または専門書輪読Ⅲ） 

12. 実地調査の制度設計Ⅱ（または専門書輪読Ⅳ） 

13. 実地調査の実施（または専門書輪読Ⅴ） 

14. 実地調査の報告または修士論文の研究構想の報告 

 

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

本授業は、行政学の理論を文献から学ぶことを基本とするため、学部時代に行政学や政策学などの科目を学んでいることが望

ましい。行政学のテキストは、国家公務員の試験対策などで使われているもので、オーソドックスではあるが時間をかけて読み込

まないと十分に消化できないと思われるので、事前の予習は不可欠である、授業時は輪番でレジュメを作成して報告する形をと

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席状況・授業への参加度・報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西尾勝、2001、『行政学（新版）』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641049772) 

 

参考文献（Readings） 



 - 15 - 

1. 平田彩子、2017、『自治体現場の法適用: あいまいな法はいかに実施されるか』、東京大学出版会 (ISBN-13: 

978-4130361514) 

2. 真渕勝、2009、『行政学（新版）』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641049833) 

3. 曽我謙吾、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641124837) 

4. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN-13: 978-4589037909) 

上記以外の参考書については必要に応じて講義中に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【2019 年 8 月 30 日付変更】事由：担当教員変更のため 
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■VD308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD308／コミュニティ政策研究８ 

(Studies in community development and social policy 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

日本の雇用システムの将来のあり方を考える －非正規雇用問題への対応を手掛かり

にしてー 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

わが国の労働社会はジョブ型社会に移行していくという有力な議論があるなか、非正規雇用問題への対応をめぐる諸議論や非

正規労働法制の推移を検討することを通して、日本の雇用システムの将来のあり方を考える。 

 

Within the necessary debate concerning the shift of our society from labor-based to skill-based, we will look at what form the 

Japanese employment system might take through a discussion of the debates surrounding how to address non-regular 

employment problems and the shift to a legal system for non-regular labor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

わが国の将来の雇用システムのあり方（ほんとにジョブ型社会が望ましいのか、メンバーシップ型は遅れた制度なのかなど）を考

察するに当たっての手がかりとして、非正規雇用の問題に関する濱口桂一郎、西谷敏、伍賀一道ら諸論者や連合など労働組合

の議論およびわが国・欧州の非正規労働法制の推移を検討する。 

 

To look for hints for considering the shape of the future employment system in our country (whether a skill-based economy is 

really desirable, is a membership-based system outdated, etc.), we will look at debates of scholars such as Keiichiro Hamaguchi, 

Satoshi Nishitani, Kazumichi Goka, and labor organizations such as unions as well as the transition of our country and Europe to a 

non-regular labor legal system. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 非正規雇用問題とは何か： 実体や何が問題であるのかを復習する 

2. 非正規労働法制の推移の検討(1)： 日本と欧州における非正規労働法制の流れを検討し、その意義や限界を考える。 

3. 非正規労働法制の推移の検討 (2) 

4. 非正規労働法制の推移のまとめ  

5. 日本における論者の輪読 (１) 

6. 同上 輪読 (２) 

7. 同上 輪読 (３) 

8. 同上 輪読 (４) 

9. 同上 輪読 (４) 

10. 同上 輪読 (５) 

11. 同上 輪読 (６) 

12. 同上 輪読 (７) 

13. 同上 輪読 (８) 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/参加(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、その都度、受講生と相談しながら決めていく。 

 

参考文献（Readings） 

1. 濱口桂一郎、2011、『日本の雇用と労働法』、日経文庫 

2. 水町勇一郎、2011、『「同一労働同一賃金」は幻想か？』、RIETI DP 

3. 西谷敏、2011、『人権としてのディーセント・ワーク』、旬報社 

4. 伍賀一道、2014、『「非正規大国」日本の雇用と労働』、新日本出版社 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD321／ソーシャルワーク研究１ 

(Studies in social work 1) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療・福祉・介護現場での『連携』について理解を深めることを目指します。 

 

Our aim is to deepen understanding about cooperation at medical, well-being and care-giving institutions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

す。実践現場のない人には情報収集のポイントを提示します。 

 

Continuing on from problems introduced in the lectures, students will make reports on real-life practice and/or related information. 

We will then debate and examine based on these reports. Students with no practical experience will receive pointers on 

information collection. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会福祉領域の連携 

3. 保健医療領域の連携 

4. 社会保障制度の変遷 

5. 連携が導入された背景 

6. 連携に関わる専門職 

7. 連携の種類 

8. IPE と IPW 

9. チームとは 

10. ケアマネジメント 

11. 連携の岐路 

12. 連携の実践例 

13. ソーシャルワーカーにとっての連携 

14. 連携の要点 

 

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

身近にある連携の実例について整理しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD322／ソーシャルワーク研究２ 

(Studies in social work 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域福祉の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①地域福祉に関わる様々な課題について関心をもつことができる。 

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

③地域福祉の課題に対するアプローチ方法を構想することができる。 

 

(1) Students have an interest in the various issues regarding local welfare. 

(2) Students can grasp from multiple angles the background, causes and meanings of various phenomena surrounding local welfare. 

(3) Students can construct approaches for dealing with the issues of local welfare. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

把握しながら、今後の地域福祉のあり方について検討する。 

 

Students will select a theme regarding the state and issues of local welfare, and we will deepen our understanding of the theme 

through discussion following a report and problems raised by the student. We will discuss the future shape of local welfare by 

understanding what local welfare is, the state of developments in the state-of-the-art, and the direction of practice at the local 

level, in policy and in research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域福祉とは何か 

2. コミュニティワーク、コミュニティソーシャルワーク 

3. 超高齢社会の課題 

4. 尐子社会の課題 

5. 多文化社会の課題 

6. 福祉コミュニティ 

7. 地域包括ケア 

8. 地域福祉計画、地域福祉活動計画 

9. 住民参加、当事者参加 

10. 社会福祉協議会の現状と課題 

11. 社会福祉施設の地域福祉に関わる現状と課題 

12. ボランティア・市民活動組織の現状と課題 

13. 地域福祉と福祉政策 

14. 災害と地域福祉 

 

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

次回の授業のテーマに関わるキーワードをあらかじめ調べてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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



 - 20 - 

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

(ISBN:978-4-901734-35-6) 

授業の進行に合わせて、適宜、紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD323／ソーシャルワーク研究３ 

(Studies in social work 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活困窮（者）と自立支援 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・貧困・社会的排除概念について理解する 

・貧困の量・世代間連鎖の現状について理解する 

・生活困窮者の自立支援の在り方について考察を深める 

 

• Understanding the notions of poverty and social exclusion 

• Understanding the amount of poverty and generational continuation 

• Deepening investigation into the state of self-reliance support for the needy people. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、講義、文献・論文購読、受講生による発表（プレゼンテーション）を通して生活困窮者の自立支援についてソーシャ

ルワークの観点から理解を深め、その在り方について検討する。 

 

In this class, we will deepen our understanding of self-reliance support for the needy people from the point of view of social work 

through lectures, reading of the literature and academic papers, and presentations by students, and discuss the state of such 

support programs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―本授業の進め方・留意点 

2. 準備講義①－貧困・社会的排除・生活困窮とはなにか 

3. 準備講義②－貧困・相対的剥奪の量／貧困の世代間連鎖 

4. 生活困窮と自立支援―どの内容と課題 

5. 文献購読① 

6. 論文購読② 

7. 受講生によるプレゼンテーション① 

8. 文献購読② 

9. 論文購読② 

10. 受講生によるプレゼンテーション② 

11. 文献購読③ 

12. 論文購読③ 

13. 受講生によるプレゼンテーション③ 

14. 生活困窮と自立支援の実際―外部講師 

 

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

事前学修：授業終了時に扱う文献・論文のポイントについて説明する。それを踏まえてそれらを分析的に熟読しておくこと。 

事後学修：授業終了時に、理解を深めるための文献・論文について提示する。熟読し理解を深めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/報告内容(50%) 

留意事項については初回の授業時で説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で参考文献のリストを配布する。文献。論文購読で扱うものはその際に指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD324／ソーシャルワーク研究４ 

(Studies in social work 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉マネジメントを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会福祉において利用者主体が言われて久しいが，福祉サービス提供組織には何が求められているのだろうか。講義を通じて，

新たな組織のあり方や組織の中核となる人材育成の課題等を，福祉マネジメントという観点から学び，各々の研究課題に引き付

けて，理解を深めることを目標とする。 

 

Although social welfare programs are presented as for the benefit of recipients, what exactly is expected of organizations that 

provide welfare services? The aim is to deepen our understanding of the issues around the new state of organizations and training 

the staff that make up the core of such organizations through lectures from the viewpoint of welfare management and tying that to 

the individual student research topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

克服すべき課題を見極め，今後のあるべき方向性について議論を深める。 

 

Originally, the management functions of organizations that provided social welfare services were not given sufficient consideration 

and were in an incomplete state. But in today’s world where the efficient distribution of limited resources and a high-quality 

service is demanded, the expectations on welfare management are high. We will take a close look at the current condition of 

organizations and the issues they must conquer and then debate the direction these organizations should take in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉におけるマネジメントの意義 

2. 福祉サービス提供体制と組織の実態 

3. マネジメントの実際／組織目標と達成プロセス 

4. マネジメントの実際／チームアプローチと人材育成 

5. マネジメントの実際／「社会福祉法人改革」の歴史的検討 

6. マネジメントの実際／リスクマネジメント 

7. マネジメントの実際／サービスの質を向上するシステムと技法 

8. 事例研究１／プレゼンテーション 

9. 事例研究２／プレゼンテーション 

10. 事例研究３／プレゼンテーション 

11. 事例研究４／プレゼンテーション 

12. 事例研究５／プレゼンテーション 

13. 事例研究６／プレゼンテーション 

14. まとめと今後の課題 

 

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

各自の研究テーマに即したプレゼンテーションを用意していただく。 

詳細は授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD325／ソーシャルワーク研究５ 

(Studies in social work 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の尊厳と「死」 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 生と死の本質の学びを通して「人間の尊厳」とは何か、を考える。 

 

Thinking about what “human dignity” is by learning about what constitutes life and death. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イエール大学のシェリー・ケーガン教授の講義「死とは何か」は、23 年間連続で最も人気の講義と言われている。この講義録を

まとめた書籍を輪読し、「死の本質」に迫りたい。 

 

Professor Shelly Kagan of Yale University’s course “Death” has been offered for 23 years and is considered one of the most 

popular lectures of all time. I want to focus in on the book Death, which is based on the lectures from this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 死について考える 

2. 死の本質 

3. 死を巡る 2 つの主張・・・誰もが「自分が死ぬ」ことを本気で信じていない 

4. 死を巡る 2 つの主張・・・死ぬときは、結局独り 

5. 死は「なぜ悪い」のか 

6. あなたは「不死」を手に入れたいか 

7. 人生の価値 

8. 死は絶対に避けられない 

9. なぜ「寿命」は、平等に与えられないのか 

10. 「自分に残された時間」を誰も知りえない問題 

11. 人生の「形」が幸福度に与える影響 

12. 生と死の相互作用 

13. 死に直面しながら生きる 

14. 自殺への疑問 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成・発表、議論への参加度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シェリー・ケーガン著、柴田裕之訳、2018、『「死」とは何か』、文響社 (ISBN:978-4-86651-077-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD326／ソーシャルワーク研究６ 

(Studies in social work 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

各自の研究テーマへのソーシャルワーク理論の適用 

医療に関するソーシャルワーク実践 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ソーシャルワークの代表的な理論について、実践的に理解する。自身の研究テーマとソーシャルワーク理論の適用について話し

合いを行う。 

 

Understanding a representative theory of social work practically. We will have a discussion about your own research theme and 

applying the theory of social work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

その理論を実践あるいは研究に用いることが出来るか討議する。 

 

Students will give a presentation on a theory from among representative theories on social work that they think will contribute to 

their own research topic. Further, we will consider how the theory can be practically applied and how it can be used in research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ソーシャルワーク理論とは 

2. ソーシャルワーク理論発展の歴史１ 

3. ソーシャルワーク理論発展の歴史２ 

4. ソーシャルワーク理論発展の歴史３ 

5. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

6. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

7. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

8. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

9. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

10. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

11. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

12. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

13. 選択された理論について、実践にどのように適用するかについて討議 

14. まとめ 

 

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

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

にどのように適用出来るかを考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週のレポートと発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講生と話し合って決める 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 27 - 

■VD328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD328／ソーシャルワーク研究８ 

(Studies in social work 8) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケアマネジメントに関する実践的な技術を習得するとともに，その効果や現状の課題を明らかにする力をつける。 

 

Along with acquiring practical skills for care management, you will gain the skills for identifying their effects and the current issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソーシャルワークの方法としてのケアマネジメントの理論を理解する。さらに，事例研究を通して支援の方法を学び，ケアマネジメ

ントの効果や実践上の課題を明らかにする。 

 

You will understand care management theory as a method of social work. Furthermore, through researching case studies you will 

learn support methods and identify the effects and the issues around implementation of care management. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ケアマネジメントの背景と定義 

2. ケアマネジメントの目的・構成・過程 

3. 介護保険制度とケアマネジメント 

4. ニーズ把握とケア目標の設定 

5. チームアプローチと多職種連携 

6. ケアマネジメント実践の成果－事例 

7. ケアマネジメントにおける困難事例  

8. 地域包括支援センターの役割と課題 

9. 地域包括ケアシステムの構築とケアマネジメント 

10. 居宅介護支援事業所の役割と課題 

11. 小規模多機能型居宅介護におけるケアマネジメント 

12. ケアマネジメントの事例検討① 

13. ケアマネジメントの事例検討② 

14. ケアマネジメントの課題，まとめ 

 

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

授業で習ったケアマネジメントの手法が，自分の研究テーマにどのように活用できるかを毎回考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じてプリントや資料の配布，文献の紹介をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会福祉士養成講座編集委員会編、2015 年、『相談援助の理論と方法Ⅰ 第３版 』、中央法規出版 

(ISBN:978-4-8058-5103-6) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD329／ソーシャルワーク研究９ 

(Studies in social work 9) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ているのか、またどうあるべきかを検討する。 

 

We will examine the current state of poverty in this country, which today is worsening and expanding, and the structures borne of 

it, and consider how the public assistance system should address it and what form it should take. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

正・生活困窮者自立支援法成立から 2018 年 6 月の生活保護法改正・生活困窮者自立支援法改正へと貧困対策は大きく変わろ

うとしています。そこで、わが国の貧困の実態を明らかにし、それにこの間の制度動向がどのように対応しているのかを考察し、

あるべき生活困窮者支援の課題を探ります。 

 

The number of people receiving public assistance has exceeded two million, and the total cost of the program exceeds three 

trillion yen. Against this background, major changes to poverty countermeasures are planned from the December 2013 Act for 

Revising Public Assistance and enactment of the Act for Support for Self-Reliance of the Needy to the June 2018 Acts for 

Revising Public Assistance and Act for Revising Support for Self-Reliance of the Needy. We will identify the state of poverty in 

this country and examine how the recent direction of the system is addressing that state, and then take an in-depth look at the 

issues of implementing support for the disadvantaged. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 貧困概念の歴史的展開 

2. 今日における貧困概念とその検証 

3. 貧困測定の理論と技術 

4. 貧困の制度的把握の実態（生活保護統計・政府統計による貧困把握） 

5. 各種調査統計による貧困把握 

6. 最低生活費の構造と認定方法 

7. 最低生活基準の妥当性の検討 

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

9. 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法の概要と意義 

10. わが国における外国人の貧困と生活保護 

11. 貧困と公的扶助の国際比較 

12. 公的扶助ソーシャルワークの検討 

13. 課題研究１（各受講生による研究報告） 

14. 課題研究２（各受講生による研究報告） 

 

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

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

注意してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

参考文献は講義の中で適宜紹介します。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

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

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD330／ソーシャルワーク研究１０ 

(Studies in social work 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ノーマライゼーション理念を基盤とした障害のある人達へのケア論を考える 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

Understanding historical developments in the concept of normalization and the basic principles for assistance required by 

caretakers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

見等のスティグマ問題やダウン症者と社会・政治・教育・福祉問題を考えるながら、障害者に対する「援助（ケア）の担い手」に必

要とされる「ケア論」について検討する。 

 

We will discuss “care theory” necessary for caretakers of those with disabilities, while looking at the multi-faceted historical 

development of the principle of normalization and the idea of human rights and while considering the problems of discrimination 

and prejudice against people with disabilities in our communities and the social, political, educational and welfare problems with 

those with Down syndrome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ノーマライゼーションの思想・原理とは何か(1) 

2. ノーマライゼーションの思想・原理とは何か(2) 

3. 「障害者の権利条約」について考える。(１) 

4. 「障害者の権利条約」について考える。(2) 

5. 障害者の自立生活（CIL）について考える。（１） 

6. 障害者の自立生活（CIL）について考える。（２） 

7. 優生保護法問題と障害者について考える。（１） 

8. 優生保護法問題と障害者について考える。（２） 

9. ダウン症をめぐる「社会・政治・教育・福祉」問題を考える。（１） 

10. ダウン症をめぐる「社会・政治・教育・福祉」問題を考える。（２） 

11. 対人援助基本原則と展開方法を考える。（１） 

12. 対人援助基本原則と展開方法を考える。（２） 

13. 受講者の研究テーマの構想報告書と研究方法を考える。 

14. まとめ＝障害当事者への支援が私たちに問いかけること 

 

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

必要に応じて別途指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

3. キーロン・スミス（臼井陽一郎＜監訳＞結城俊哉＜訳者代表＞、2018、『ダウン症をめぐる政治ー誰もが排除されない社会へ

向けて』、明石書店 

関連する書籍・文献等は適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 植田章・結城俊哉編著、2007、『社会福祉方法原論の展開』、高菅出版 (ISBN:978-4-901793-31-5) 
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3. 奥野栄子・結城俊哉編著、2007、『生活支援の障害福祉学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2630-6) 

講義の進度に合わせて文献・書籍は適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

可能な限り，院生自身の修士論文作成の支援となるような演習での取り組みをる。 

受講生には，そのための積極的・主体的な受講態度や発表の準備をお願いする。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD352／福祉人間学研究２ 

(Studies in humanities and welfare 2) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

観点から社会的排除問題の解決策について考える力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

題の解決策について、国内外の取組みを踏まえて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会的排除の定義と実態 

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

3. 世界で生じている「難民問題」・「移民問題」の実相、背景、対応 

4. 社会的排除の帰結としての紛争や犯罪の実態 

5. 人権についての法的規定の枠組み ー 日本国憲法と国際人権規約 

6. 社会的排除の定義と貧困理論 

7. 社会保障制度、社会政策、刑事政策による社会的包摂 

8. 異文化背景をもつ者の社会統合に関する政策、課題 

9. 紛争への対応の仕組み１ ー 刑事司法制度と民事司法制度  

10. 紛争への対応の仕組み２ ー 修復的司法の仕組みと実践  

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

12. 逸脱や紛争を巡る刑事政策、社会政策、地域福祉の連携  

13. 社会的連帯経済による社会的包摂 

14. 社会的排除を巡る課題と今後の方向性 

 

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

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

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD353／福祉人間学研究３ 

(Studies in humanities and welfare 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共哲学と公共（性）の原理・歴史を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今後，高等学校の科目にもなる「公共」について理解を深める。リベラリズムやコミュニタリアニズム，リバタリアニズムといった，

現代公共哲学の考え方を学ぶ。日本における公共の歴史的展開の詳細を知る。 

 

Deepen our understanding of "the public" which will also be added to the high-school curriculum. Learn about the modern public 

philosophies of liberalism, communitarianism and libertarianism. Learn the details of the historical development of the public in 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉の具体的な政策や施策ではなく，その背後にある自由，平等，正義，公共性といった原理やテーマを考察する。このような関

心から，まずは，M・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』を輪読して，討論するという形で授業を進める。その後は，拙著

『公共的なるもの』を輪読して，日本における公共性の歴史的展開について理解を深める。扱うテキストの順番や分配等について

は，受講者と相談する。 

 

Rather than specific policies of welfare, we will examine the principles and themes of liberty, equality, justice and publicness that 

sit at its core. With this starting point, class will proceed with a critical reading and discussion of Michael Sandel’s Justice: What’s 

the Right Thing to Do? We will then read my work, The Public and will deepen our understanding of the historic development of 

"the public" in Japan. The order and distribution of the texts we will be reading will be discussed with students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 公共哲学への予備的考察 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習については，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/平常点（報告，授業への参加度）(75%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

(ISBN:9784150503765) 

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

 

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

哲学や思想の初学者であることを想定して授業します。また，受講者の関心を可能な限り考慮します。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD354／福祉人間学研究４ 

(Studies in humanities and welfare 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民俗学入門 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

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

 

One thing that those involved in human caretaking must always keep in mind is the question of what is the foundation of the 

identity of those being cared for. There is also the question of what kind of culture they were born into and what kind of life they 

have lived. In this class, when considering such problems, the main focus will be on gathering materials (knowledge) from folklore 

and viewpoint. Putting it within the framework of the curriculum/diploma policy of the Graduate School of Community and Human 

Services as a whole, it is a discipline that provides an opportunity to study welfare from multiple viewpoints in the welfare and 

humanities field from a different perspective than traditional social welfare studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

房，1946 年）を輪読するなかで，日本人の死生観，神仏観，祖先観，さらには日常の行動規範などについて考察してゆく。また以

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

をおこなう。 

 

It has been pointed out that Shinto shrines have played a large role as centers for rebuilding communities during the aftermath of 

large natural disasters. This indicates they are the basis not just of individual but of community identity. In this course, we will 

examine Japanese views on life and death, religion and spirituality, ancestors, as well as the norms of daily life through critical 

reading of Kunio Yanagita’s Tales of Ancestors (Chikuma Publishing, 1946). We will also have discussions where we combine what 

we learn through the readings with data collected in the lecturer’s fieldwork in the town of Minamisanriku in Miyagi Prefecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 柳田國男について 

2. 『先祖の話』輪読 

3. 『先祖の話』輪読 

4. 『先祖の話』輪読 

5. 『先祖の話』輪読 

6. 『先祖の話』輪読 

7. 『先祖の話』輪読 

8. 『先祖の話』輪読 

9. 『先祖の話』輪読 

10. 『先祖の話』輪読 

11. 『先祖の話』輪読 

12. 『先祖の話』輪読 

13. 『先祖の話』輪読 

14. まとめ 

 

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

毎回、『氏神と氏子』の 10 頁ほどを予め読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論議への参加度(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

柳田國男『先祖の話』１９4６年（授業時に配付） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

輪読と討議からなる。 

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

 

注意事項（Notice） 
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■VD355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD355／福祉人間学研究５ 

(Studies in humanities and welfare 5) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

各自の研究テーマと関連付けて議論を行う。 

 

After learning the basic concepts of bioethics, environmental ethics and major issues, the students examine each major issues 

from the viewpoint of sustainable living. Discuss with each student's research theme. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

After studying the basic concepts of bioethics, environmental ethics, major issues in Japanese, the students read papers related 

to both of them in English. After that, we discuss materials (in Japanese and English) on practices on sustainable living and discuss 

key points of bioethics and environmental ethics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 生命倫理の基礎概念（１） 

3. 生命倫理の基礎概念（２） 

4. 生命倫理の主要論点（１） 

5. 生命倫理の主要論点（２） 

6. 環境倫理の基礎概念（１） 

7. 環境倫理の基礎概念（２） 

8. 環境倫理の主要論点（１） 

9. 環境倫理の主要論点（２） 

10. 持続可能な暮らしの実践（１） 

11. 持続可能な暮らしの実践（２） 

12. 生命倫理と環境倫理の架橋（１） 

13. 生命倫理と環境倫理の架橋（２） 

14. まとめ 

 

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

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

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD371／専門社会調査演習１ 

(Social research seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
澤口 恵一(SAWAGUCHI KEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における社会調査法の重要な論点について学んだ後に、量的データを用いた論文を書くための方法として，標本調査

によるデータの収集法と基本的な集計法や検定法を理解し実践的に使いこなせるようになることを目標とします。 

 

After learning the important points of debate for methods of social research in modern society, our aim is to understand the 

methods for collecting data through surveys and the basic tabulation and verification techniques and how to wield them for the 

purpose of writing a thesis using quantitative data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある程度社会調査法についての理解があることを前提に、現代社会における社会調査を実践するさいの留意事項について学び

ます。標本調査のデータを集計・分析し、レポートを書くための基礎的な能力を養います。具体的な課題としては、推定（平均、分

散）と検定（カイ２乗検定、ｔ検定、分散分析、無相関の検定、分散分析）を扱い、計量的分析の技法について理解を深めます。ソ

フトウエア（SPSS）を使用した演習によって統計パッケージソフトの扱い方についても学ぶことができます。授業は演習形式で行

い学生各自が統計パッケージソフトを使いながら教員が配布する教育用のデータを処理していきます。 

 

You will learn the points to be aware of when carrying out social research in modern society, assuming at least a rudimentary 

understanding of social research methodology. You will cultivate the fundamental ability to collect and analyze data from sample 

surveys and to write a report. Concrete topics include using inferencing (averaging, distribution) and verification (chi-squared 

tests, t-tests, distribution analysis, no-correlation tests, distribution analysis), and you will deepen your understanding of the 

techniques of metrical analysis. You can also learn how to use a statistics software package by taking seminars on using such 

software (SPSS). The class is carried out in seminar-fashion, where students will use the statistics package software to analyze 

the training data distributed to them by the faculty. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 実証的研究の要点  

研究者が熟知すべき調査倫理とそれを守るための具体的なポイントについて概説する。調査全体の過程における実査の

位置づけなどを学ぶ。概念化と測定・変数，作業仮説の提示の仕方について学習する。 

2. 調査設計の要点 質的調査と量的調査の違い、全数調査と標本調査，横断的調査と縦断的調査など、調査デザインの

多様性とそれぞれの利点について学ぶ。 

3. 標本抽出の方法 

標本調査を行うさいに必要となる標本抽出の方法について学ぶ。有為抽出と無作為抽出，全国調査を実施するさいの抽出

法の実際、回収率低下の問題、RDD やエリア・エリアサンプリングの手法について学ぶ。 

4. 調査票の設計と調査項目の作成 

調査票をデザインするさいに留意すべき要点を学び、ワーディング，ダブルバーレル質問など調査票作成時の注意点を理

解する。 

5. 実査における諸課題 

調査員へのインストラクション、自計式、他計式に分類される各種調査法の長所と短所について理解を深める。また回収率

の向上のために行うべき手法や欠票の処理、メイキングの防止，エディティングやアフターコーディング、データクリーニング

といった調査票回収後の処理について学ぶ。 

6. 基本的な集計法 

データの構造，単変数による分布の確認、平均値、標準偏差などについて学ぶ。 

7. 2 変数間の関連 

クロス集計表，平均の差、2 変数間の関連（2） 相関係数、属性相関係数について学ぶ。 

8. 推定の論理(1) 

確率変数、正規分布の性質について理解した後に、中心極限定理、母平均の推定法について学ぶ。 

あわせて母平均の推定に必要となる母分散の推定についても学ぶ。 

9. 推定の論理(2) 母比率の推定について学び標本数と標準誤差との関連について理解する。 

10. 検定の論理 

統計的検定の論理についてカイ 2 乗検定を例にあげて学ぶ。また標本数と検定統計量との関とし p 値の意味について正し
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く理解をする。 

11. 検定の手法（1） 

平均の差の検定の手法としてｔ検定について学ぶ。 

12. 検定の手法(2)  

平均の差の検定の手法として一元配置分散分析について学ぶ。 

13. 検定の手法(3)  

無相関の検定について理解する。以上の基本的な検定法を学び終えた後に標本数と検出力について学ぶ。分析結果の記

述の方法として、社会学の報告書や論文の事例をもとに基本的な集計法や検定法の示し方について学ぶ。 

14. 総括 

授業で学んだ主要な事柄について総括をする。 

 

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

授業での学習事項に関連する資料、統計データ、論文などを各回で紹介するので授業後にそれらを読みこみ理解度を高めてい

ただきたいと思います。個別の文献については別途授業時に指示をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

教員作成の資料を初回の授業で配布する 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 中道實、1997、『社会調査方法論』、恒星社厚生閣 (ISBN:4-7699-0839-3) 

3. ポール． Ｇ．ホーエル、1981、『初等統計学』、培風館 (ISBN:978-4563008390) 

4. 澤口恵一、2008、『分布をみる・よむ・かく−社会統計学入門−』、学文社 (ISBN:978-4-7620-1835-0) 

5. 石村貞夫・石村光資郎、2013、『SPSS による統計処理の手順』、東京図書 (ISBN:978-4489021695) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD372／専門社会調査演習２ 

(Social research seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析の方法について実践的に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
澤口 恵一(SAWAGUCHI KEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

量解析法から知見を導き出し論文で提示する方法を理解します。 

 

The aim is to thoroughly learn several important multivariate analysis techniques that are necessary for reading and writing 

academic papers. You will understand the methods for drawing out knowledge from the fundamental multivariate analysis methods 

and present it in an academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的なデータの処理、集計法、検定法に関する知識の確認をした後、多変量解析法の実際について学習をしていきます。学習

用のデータを使用し、各自が分析課題を自ら設定し、論文の執筆を想定した、仮説検証型の分析を行っていきます。各自が実際

にＳＰＳＳという統計パッケージソフトで分析を実践的にすすめ、報告をしていく演習です。この授業は、専門社会調査士の認定科

目（Ｉ）として認定を受ける予定です。なお社会調査や、統計学の知識が不十分である受講者にたいしては、適宜テキストを指定す

ることで自習をしながら受講ができるようにするので、受講には差し支えありません。  

 

After reviewing your knowledge about basic data processing, totaling methods, and testing methods, you will learn about the 

current methods for multivariate analysis. Using data for training, you will set your own analysis problems and then perform a 

hypothetical verification analysis as if you were writing an academic paper. In this seminar, each student will proceed with a 

practical analysis using the SPSS statistical software package and report on the results. This course is intended to be certified as 

a certification course for specialized social researcher (I). Students who are not proficient in social research or statistics can take 

this course while self-studying from approved textbooks, so this will not be a barrier to taking this course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要・多変量解析とは何か 

この授業を学ぶうえで前提となる知識の確認をした後に、多変量解析の目的、利点、授業で学ぶ主要な手法の概要につい

て学ぶ。 

2. 分散分析 1 

使用の目的、群内変動と群間変動、F 値の計算法と F 分布について学ぶ。 

3. 分散分析 2 多元配置分散分析，コントロールとエラボレーション 

4. 分散分析 2  

多元配置分散分析の実践、コントロールとエラボレーションについて学ぶ。 

分散分析 3  

主効果と交互作用効果、論文での提示法について学ぶ。 

5. 重回帰分析 1 

使用法、回帰係数や定数などの基本概念、モデルによる予測、決定係数について学ぶ。 

6. 重回帰分析 2 

分析の実践、標準化回帰係数、コントロールとエラボレーションについて学ぶ。 

7. 重回帰分析 3 

ダミー変数を使用した分析、論文での提示法について学ぶ。ロジスティック回帰分析をはじめとする回帰分析の応用的手法

を学ぶ。 

8. 因子分析 1 

使用の目的、因子負荷量、共通性、固有値、寄与率などの基本概念について学ぶ。直交回転、斜交回転について理解す

る。 

9. 因子分析 2 

因子負荷量の解釈、分析の実践について学ぶ。因子数の決定をいかにすべきか理解する。 

10. 因子分析 3    

因子得点の利用、論文での提示法について学ぶ。 

11. 主成分分析 

使用法、基本概念、主成分特点の利用、論文での提示法について学ぶ。 
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12. 尺度の信頼性と妥当性 

信頼性と妥当性の定義、α係数とはなにか、αを高くするために必要なこと、論文での提示法について学ぶ。 

13. クラスター分析 

使用法、基本概念、分析の実践、論文での提示法について学ぶ。 

14. 総括 

多変量解析を行ううえでの主要な注意点、多変量解析の発展的な学習法について学ぶ。 

 

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

社会調査法と推測統計に関する基礎知識を身につけておく必要があります。授業での学習事項に関連した統計データ、資料、論

文などの文献について別途授業中に指示をするので、それらを読みこみ理解度を高めていただきたいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

教員の作成した資料，複数の公表された論文を資料として用いながら学ぶ。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小塩真司、2005、『小塩真司「研究事例で学ぶ SPSS と Amos による心理・調査データ解析」』、東京図書 

(ISBN:4-489-00710-8) 

2. 石村貞夫・石村光資郎、2018、『SPSS による多変量解析の手順』、東京図書 (ISBN:978-4489022784) 

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

各自の関心・学習到達度に応じて複数の文献を指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD373／専門社会調査演習３ 

(Social research seminar 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究法の展開 

担当者名 

（Instructor） 
天田 城介(AMADA JOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

力と技法を習得する。 

 

Along with learning qualitative research methods for social research, you will also learn practical abilities and techniques through a 

basic understanding of various concrete qualitative survey methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

践的な能力と技法を習得する。 

 

At the same time as learning qualitative data analysis methods (content analysis, discourse analysis, etc.) for newspaper and 

magazine articles, film, broadcast, music and so on, you will also learn practical abilities and techniques through basic knowledge of 

concrete qualitative survey methods (interviewing, participant observation, document analysis, fieldwork, life history, conversation 

analysis, etc.). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質的調査とは何か 

2. 質的調査法の認識論と方法論 

3. 内容分析 

4. 事例分析法 

5. インタビュー法，フォーカスグループインタビュー 

6. フィールドワーク 

7. 生活史 

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

9. 質的データの集計，トランスクリプトの作成 

10. 理論的視座の設定とデータの解読方法 

11. 調査データの解読 

12. 調査結果の解読 

13. 論文の作成方法 

14. 調査倫理・研究倫理 

 

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

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

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

を構想しておくと飛躍的に質的研究法の理解度は深まる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

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

それぞれの具体的方法を習得する中で紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

春学期集中：8 月 6 日(月)1 時限～5 時限，7 日(火)1 時限～5 時限，8 日(金) 1 時限～4 時限。 

 

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

http://www.josukeamada.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■VD392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD392／特殊研究２ 

(Course 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 隆(TAKAHASHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会保障、特に医療保障制度をアジアを題材に「経済成長」「高齢化」「格差」の側面から読み解き、理解を深める。 

 

We will deepen our understanding through critical readings of the social safety net, particularly the guaranteed medical system 

through the aspects of economic growth, aging, and disparity using Asia for material. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、受講生の関心分野を確認したうえで領域を設定する。ついで、テキスト購読と講義を通じて経済成長、高齢化、制度化、格

差の分析枠組みを理解する。そののち、受講生による具体的な国・地域、課題に関する授業内レポートと討議を通じて、制度化

の契機と展開、課題を理解する。 

 

First, students will select an area after determining their field of interest. In addition, through critical reading of texts you will 

understand the analytical framework for economic growth, aging, systematization, and disparity. Then, through in-class reports by 

students on specific countries/regions and issues as well as discussions, you will understand the opportunities for systematization 

and its development and issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 領域設定と概念の整理 

2. 関心の発端：「もし医療保障がなかったら？」 

－関東某市のホームレス傷病データから－ 

3. 『老いていくアジア』から① アジアの高齢化 

4. 『老いていくアジア』から② 人口ボーナス仮説 その１ 

5. 『老いていくアジア』から③ 人口ボーナス仮説 その２ 

6. 『老いていくアジア』から④ 人口と経済成長 その１ 

7. 『老いていくアジア』から⑤ 人口と経済成長 その２ 

8. 『老いていくアジア』から⑥ 制度化の課題 その１ 

9. 『老いていくアジア』から⑦ 制度化の課題 その２ 

10. 先行研究１：経済成長、高齢化と保健医療に関する研究 

11. 先行研究２：傷病と格差に関する研究 

12. 国別・課題別研究１ 

13. 国別・課題別研究２ 

14. まとめ：「経済成長は格差を緩和するか？」 

 

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

文献による学習が中心だが、海外のネット検索が必要になることが想定される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

２／３以上の出席がない場合は評価対象にしない 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

 

参考文献（Readings） 

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

(ISBN:ISBN978-4-589-03031-3) 

その他、英文、中文、和文の論文を随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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・学生による発表と討議、講師による講義の形式で授業を進める。 

・講義に際しては、パワーポイントを使用し板書で補う。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD393／特殊研究３ 

(Course 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高齢者心理学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 眞一(SATOU SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

Consider the psychological issues in the age of aging such as low-birthrate/aging population, isolation and solitude of the elderly, 

and cognitive diseases and the effects of aging on cognitive functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者に関する以下の内容を取り上げる。 

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

２．高齢期の孤立と孤独 

３．認知等の諸機能の加齢変化および認知症の心理学的理解 

 

The following topics will be raised about the aging population: 

1. Overview of psychology of the elderly: An overview of the psychology of the elderly, the state of the aging population in our 

country and foreign countries, and the issues of old age 

2. Isolation and solitude in old age 

3. Understanding the effects on cognitive functions due to aging and the psychology of cognitive diseases 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：高齢者心理学とは 

2. 我が国と諸外国の高齢化の状況 

3. 大衆長寿時代の新たな課題 

4. サードエイジ（第 3 年代）の課題 

5. フォースエイジ（第 4 年代）の課題 

6. 高齢者世帯の変遷 

7. 一人暮らし高齢者 

8. 高齢者の孤立 

9. 高齢者の孤独 

10. 孤立・孤独高齢者への心理学的支援 

11. 認知機能の加齢変化 

12. 認知症の神経学的症状 

13. 認知症の心理学 

14. 認知症高齢者のコミュニケーション 

おわりに：まとめと教場レポートと 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

最終レポートは、授業時間内に教場にて実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤眞一・髙山 緑・増本康平編著、2014、『老いのこころ―加齢と成熟の発達心理学―』、有斐閣 (ISBN:9784641220164) 
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2. 佐藤眞一著、2015、『後半生のこころの事典』、CCC メディアハウス (ISBN:9784484152073) 

3. 佐藤眞一著、2012、『認知症「不可解な行動 」には理由（ワケ）がある』、ソフトバンク新書 (ISBN:9784797368192) 

4. 佐藤眞一著、2011、『ご老人は謎だらけ 老年行動学が解き明かす』、光 文社新書 (ISBN:9784334036607) 

5. 佐藤眞一・権藤恭之編著、2016、『よくわかる高齢者心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623076550) 

6. 佐藤眞一監修、2017、『老いた親のこもちがわかる本』、朝日新聞出版 (ISBN:9784023331679) 

7. 佐藤眞一著、2018、『認知症の人の心の中はどうなっているのか？』、光文社新書 (ISBN:9784334043872) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

HP URL: http://rinro.hus.osaka-u.ac.jp 

 

春学期集中：８月５日（月）2 限～5 限、６日（火）１～５時限、・７日（水）１～５時限 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 48 - 

■VD394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD394／特殊研究４ 

(Course 4) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
島田 博祐(SHIMADA HIROSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

習し，生涯発達支援のあり方について理解を深める。 

 

Learn about the issues of QOL of children with disabilities and acceptance of obstacles to supporting that, understanding 

disabilities, career planning support (including job-hunting support), lifelong learning, and leisure time support, and deepen your 

understanding of the state of lifelong development support. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

As individual factors, a feeling of self empowerment and acceptance of disabilities are keys to improving QOL. As environmental 

factors, acceptance of disabilities by those around you and society promotion are issues, and the linking the areas of care, 

medicine, labor, legislation, etc. is also indispensable. You will learn about these topics through reading the academic literature and 

audio-visual course materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ICF の概念，ADL から QOL へ，QOL の定義と課題 

2. QOL 評価モデル，支援尺度について 

3. 社会参加のための環境因子の重要性と障害理解教育の方法 

4. 当事者・保護者の障害受容・障害理解について 

5. ライフキャリア支援について 

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

7. 社会的スキルとライフスキルについて～自閉症者を中心に 

8. 余暇支援と生涯学習プログラムについて～オープンカレッジの試みなど 

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

10. 障がい児者のエンパワメント，潜在的能力の発現 

11. インテグレーション，インクルージョン、合理的配慮について 

12. 受講大学院生の研究テーマとの関係性（テーマ発表も含む） 

13. 受講大学院生の研究テーマとの関係性 2（テーマ発表も含む） 

14. ディスカッション・まとめ 

 

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

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

生からの発表も含め，ディスカッション中心にしていきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

指定せずテーマごとに以下の参考文献，配布資料をもとに構成する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

3. 渡辺昭宏、2013、『みんなのライフキャリア教育』、明治図書 (ISBN978-4-18-007229-3C3337) 
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4. QOL 研究会編、2010、『QOL 学を志す人のために』、丸善プラネット (ISBN:ISBN978-4-86345-070-7) 

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

AAIDD (ISBN978-940898-96-7) 

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

(ISBN-10: 4830110368) 

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

祉協議会 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

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

会的スキル訓練）と評価法など、心理療育領域の内容に一部変更する場合もある 

 

注意事項（Notice） 
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■VD451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD451／スポーツウエルネス研究１ 

(Studies in Sports Wellness 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジアにおけるスポーツ政策とオリンピック開催について考究する。 

担当者名 

（Instructor） 
菊 幸一(KIKU KOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアにおけるスポーツ・ナショナリズムの動向を検証し、欧米との比較からスポーツ政策の特徴を考え、スポーツを歴史社会

学的に考究する視点を理解することができる。 

 

Investigate the direction of sport nationalism in East Asia, consider the characteristics of sport policy through a comparison with 

Europe and the U.S., and be able to understand how to think about sport from a historical sociology viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『東アジアのスポーツ・ナショナリズム』（2015 年、ミネルヴァ書房）をテキストとして、東アジアにおけるスポーツ・ナショナリズムの

動向を検証し、欧米との比較からスポーツ政策の特徴を考えることを通じて、スポーツを歴史社会学的に考究する視点を明らか

にする。 

 

Using Sport Nationalism in East Asia (2015, Minerva Publishing) as our text, we will clarify the viewpoint of thinking about sport in 

a historical sociological way through investigating the direction of sport nationalism in East Asia and considering the 

characteristics of sport policy by comparison with Europe and the U.S. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的、方法、内容、評価、テキストに関する説明 

スポーツ・ナショナリズムとは何か（1）：スポーツと近代国民国家との関係 

2. スポーツ・ナショナリズムとは何か（2）： 

特にオリンピックとの関係から 

3. スポーツ・ナショナリズムと東アジアの発展 

4. 韓国の神話的イコン「キム・ヨナ」と企業ナショナリズムの誕生 

5. 日本人トップアスリートからみた自己アイデンティティの揺らぎとナショナリズム 

6. 日本の武道とナショナリズム 

7. 中国カンフー映画とナショナリズム 

8. 韓国のスポーツ政策 

9. 中国のスポーツ政策 

10. 日本のスポーツ政策と国際競技大会 

11. 東アジアを貫く時間軸とスポーツ政策 

12. 「東京 2020」の課題とオリンピックの現代的意義 

13. 欧米と東アジアにおけるスポーツ政策の比較検討 

14. スポーツ・ナショナリズム再考： 

グローバル社会におけるスポーツ・ナショナリズムの行方 

 

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

1）テキスト『東アジアにおけるスポーツ・ナショナリズム』を、予定されたテーマの即して毎回項 

 目ごとに予習してくる。 

2）テーマごとに授業で付加された内容や課題を復習し、次回授業で発表する準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業レポート(40%)/授業における議論内容(20%) 

70％以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。なお、出席は平常点に含まれない。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

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

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

1) 大学院の授業なので、基本的には演習に近い講義となる。 

2）自分の論文テーマに引き寄せながら、課題を発見し、解決していくようにする。 

3）受講人数にもよるが、複数回にわたってテキストの分担が割り当てられる。 

 

注意事項（Notice） 
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■VD452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD452／スポーツウエルネス研究２ 

(Studies in Sports Wellness 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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

う。 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

考察する。 

 

Understand what “wellness” is, and consider what it means for a person to be alive using the movie Gaia Symphony and the works 

of the photographer Michio Hoshino. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

の点について議論する。 

 

The movie Gaia Symphony is a documentary based the Gaia Theory, that is, the notion that the Earth is a single organism. This 

work, which weaves together beautiful imagery, music and pearls of wisdom is a bible for those who have a deep interest in 

environmental problems and the human spirit. The photographs and writings of Michio Hoshino provide important hints for thinking 

about environmental problems and the human spirit. In this class, we will discuss points such as what the relationship is between 

the natural environment and humans and the variety of ways to live, using these two resources. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体のオリエンテーション。自己紹介。 

2. 講義：星野道夫とウエルネス① 

3. 講義：星野道夫とウエルネス② 

4. 講義：環境問題とスピリチュアリティ 

5. 映画『ガイアシンフォニー』より星野道夫① 

6. 映画『ガイアシンフォニー』より星野道夫② 

7. 映画『ガイアシンフォニー』より名嘉睦稔 

8. 映画『ガイアシンフォニー』よりナイノア・トンプソン 

9. 映画『ガイアシンフォニー』よりケリー・ヨスト 

10. 映画『ガイアシンフォニー』よりダライ・ラマ 14 世法王 

11. 映画『ガイアシンフォニー』より石垣昭子 

12. 映画『ガイアシンフォニー第 5 番』より 

13. 映画『ガイアシンフォニー第 5 番』より 

14. まとめと振り返り 

 

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

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard 上にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発言(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

注意事項（Notice） 
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■VD453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD453／スポーツウエルネス研究３ 

(Studies in Sports Wellness 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング科学とコーチング 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツコーチングやトレーニングに関する研究論文等を精読して、スポーツ指導における新しい知見の理解を深める。 

 

Deepen your understanding of the new knowledge about sports instruction through reading research papers about coaching sports 

and training. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の初めはスポーツに関するトピックスを紹介して、コーチングやトレーニングについてデスカッションする。また、スポーツ指導

に関わっている受講生は週末に行われた試合における指導実践について報告する。 

授業の流れとしては、テキストの内容の中から、興味がある章を決めて、その中にあるコーチングに関する文献を読み、コーチン

グ科学を概観する。その文献について、20 分程度でプレゼンテーションを行うことを前提にして資料としてまとめ内容を発表する。 

 

At the start of the course sports-related topics will be introduced and we will engage in discussion about coaching and training. 

Students involved in sports instruction will also report on their instruction experiences in matches held on the weekend. 

The flow of the class will consist of picking chapters of interest from the text, reading the literature therein about coaching, and 

getting an overview of coaching science. Students will select literature with the understanding that they will summarize it and give 

a 20-minute long presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーチング、トレーニング分野に関する文献紹介 

2. トレーニング研究の動向 

3. 文献購読１ 

4. 文献購読２ 

5. 文献購読３ 

6. 文献購読４ 

7. 文献購読５ 

8. 文献購読６ 

9. テーマ別発表１ 

10. テーマ別発表２ 

11. テーマ別発表３ 

12. テーマ別発表４ 

13. テーマ別発表５ 

14. まとめ 

 

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

予習範囲や課題はあらかじめ授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Joyce  Daniel Lewindon 野坂和則・沼澤秀雄 監訳、2016、『ハイパフォーマンスの科学』、ナップ 

(ISBN:ISBN978-4-905168-45-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. David Joyce  Daniel Lewindon. 2014. High-Performance Training for Sports. Human Kinetics (ISBN-13: 9781450444828) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD454／スポーツウエルネス研究４ 

(Studies in Sports Wellness 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ生理学，神経科学 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

やその向上方法について理解を深める。 

 

Learn topics in sports physiology and neuroscience from papers in the academic literature in international journals and deepen 

your understanding of the working of physiology and neuroscience on performance and methods for improving this. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

In this course, in addition to learning from textbooks and the literature on sports physiology and neuroscience in English, students 

will read an academic paper from an international journal of their choosing, present a summary, and then analyze and debate the 

contents thereof, with the purpose of supporting their main research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 神経科学研究の手法 

3. スポーツ生理学研究の手法，倫理申請書の書き方 

4. 神経科学講義（１） 

5. 神経科学講義（２） 

6. 神経科学講義（３） 

7. 英語文献発表およびディスカッション（１） 

8. 英語文献発表およびディスカッション（２） 

9. 英語文献発表およびディスカッション（３） 

10. 英語文献発表およびディスカッション（４） 

11. 英語文献発表およびディスカッション（５） 

12. 英文査読方法（１） 

13. 英文査読方法（２） 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

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

Thermal Biology 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD455／スポーツウエルネス研究５ 

(Studies in Sports Wellness 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネスジェンダー論 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーの視点からウエルネスについて考究するための基礎的な概念を習得し、また、現代社会にみられる健康問題、健康政

策、健康教育のそれぞれについてジェンダーの視点から検討し、分析視角を養うことを目標とする。 

 

The goal is to learn the fundamentals for thinking about wellness from the perspective of gender, consider from the perspective of 

gender, topics such as health problems, health policy, and health education as seen from modern society, and develop your 

analytic skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会にはウエルネスをめぐる様々な問題がみられるが、ジェンダーに起因するものも尐なくない。人々がより高次のウエルネ

スを追求するためには、ウエルネスをめぐる様々な事象についてジェンダーの視点からの問い直しが欠かせない。文献講読をし、

議論をする中でウエルネスへの新たなアプローチを紹介する。 

 

Various problems surrounding wellness are evident in modern society, and those stemming from gender are not insignificant. For 

people to demand a higher level of wellness, various issues surrounding wellness need to be reevaluated from the perspective of 

gender. We will introduce new approaches to wellness through critical reading of the literature and debate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ウエルネスジェンダー論とは 

2. ジェンダー概念の検討（１） 

3. ジェンダー概念の検討（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. 現代社会にみられる健康問題（１） 

11. 現代社会にみられる健康問題（２） 

12. 日本にみられる健康政策・教育 

13. 日本にみられる健康政策・教育 

14. まとめ 

 

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

ジェンダーの視点からウエルネスについて日頃から考える習慣をつけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田貴子、井谷惠子ほか、2004 年、『スポーツ・ジェンダー学への招待』、明石書店 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD456／スポーツウエルネス研究６ 

(Studies in Sports Wellness 6) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

応用についても学ぶ 

 

Gain an understanding of changes to nutritional demands that follow from metabolism during exercise based on the type, intensity, 

and length of exercise, and learn about the theory and application of nutrition education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

We will learn more deeply about the relationship between sports and nutrition through critical reading of college-level 

European/U.S. textbooks and research papers in English, and we will discuss the practical issues facing sports on the field and in 

the arena. We will also simultaneously explore the current state of research and dissemination of sports nutrition science 

overseas. Students should be familiar with the fundamentals of nutrition science and should be able to read English without much 

difficulty. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，スポーツ栄養学の歴史 

2. スポーツ栄養学の基礎 

3. 食事の基本（フードピラミッドと食事バランスガイド） 

4. エネルギー代謝とは 

5. 炭水化物と練習・試合 

6. 脂肪と体組成・ウエイトコントロール 

7. タンパク質と筋肉づくり 

8. ミネラルと骨・血液の健康 

9. ビタミン・抗酸化物質とコンディショニング 

10. 水分補給と体温調節 

11. サプリメントとエルゴジェニック 

12. 成長期と女性スポーツの注意点 

13. 栄養アセスメント 

14. 栄養教育 

 

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

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

あり，予習・復習に毎週約 5 時間を要する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業において決める 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD457／スポーツウエルネス研究７ 

(Studies in Sports Wellness 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ医学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

する． 

 

Sports medicine is not a field just practiced by medical practitioners such as doctors, but actually a very wide academic field that 

includes research into improving health and performance related to sports. The aim of this course is to learn about the various 

research problems and planning, using medical research as a base. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

た，このトピックスに基づき，検討可能な研究テーマを作成し，議論する． 

 

Students will select topics of their choice and then introduce related academic papers (English) in order to provide background 

explanation. Then, based on these topics, students will create a research theme for consideration and discuss it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 興味ある研究テーマ１ 

3. 興味ある研究テーマ２      

4. 研究テーマのバックグラウンド調査１ 

5. 研究テーマのバックグラウンド調査２ 

6. 研究テーマのバックグラウンド調査３ 

7. 参考論文１ 

8. 参考論文２ 

9. 各論文におけるポイントの見つけ方１ 

10. 各論文におけるポイントの見つけ方２ 

11. 研究方法の確立へ向けて１ 

12. 研究方法の確立へ向けて２ 

13. 今後の研究について 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎授業での発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD458／スポーツウエルネス研究８ 

(Studies in Sports Wellness 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文の研究テーマについて，心理学などの異分野から検討を試みる。 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，受講生のそれぞれの研究テーマについて心理学を始めとする異分野の側面から思考することで，新たな発見をした

りより広い視点からのアプローチを見出すことを目指す。 

 

The aim of this class is to let students think about their research topics from the viewpoint of different fields, starting with 

psychology, to make new discoveries and uncover approaches with a broader mindset. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各専門分野においては，それぞれ継承されてきた手法を用いて，ある枠の中で研究がなされるのが一般的である。しかしながら，

異分野の視点を導入することで，新たな発見や思考方法を見出すことも尐なくない。本講義では，受講者のそれぞれの研究テー

マが心理学的事象とどのように関連するのか，あるいはどのような意義を有するのかについて，討論を通して学習する。内容は，

講者の興味により臨機応変に対応する。 

 

In specialized fields, the research methodology and frameworks are typically those that have been passed down within that field. 

However, it is not uncommon for new discoveries to be made or new ways of thinking to be uncovered when perspectives from 

other fields are introduced. In this course, students will learn through discussion how psychological phenomena relate to their 

research theme and the significance of that relationship. Course content will be tailored to meet student interests as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 各テーマと心理学（１） 

3. 各テーマと心理学（２） 

4. 各テーマと心理学（３） 

5. 各テーマと心理学（４） 

6. 各テーマと心理学（５） 

7. 各テーマと心理学（６） 

8. 中間のまとめ 

9. 各テーマと心理学（７） 

10. 各テーマと心理学（８） 

11. 各テーマと心理学（９） 

12. 各テーマと心理学（１０） 

13. 各テーマと心理学（１１） 

14. 総合的まとめ 

 

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

事前に文献を読んでおくように指示する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は考えていない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD459 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD459／スポーツウエルネス研究９ 

(Studies in Sports Wellness 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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

学的、人文社会学的思考の試み 

担当者名 

（Instructor） 
田中 信行(TANAKA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

簡単な研究的演習を通して、履修された人と共に取り組み、いくつかの指標を確認することを目標とします。 

 

The aim of this course is to confirm with several indexes to what extent physical exercise is meaningful to people with disabilities 

and people whose physical strength has degraded due to old age, employing a simple research-style seminar along with your fellow 

classmates. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

修された皆さんの意見を聞きながら、演習的に研究の内容を検討します。 

 

We will consider what meaning physical exercise has for people who have a disability somewhere (including the elderly infirm) and 

what kind of exercise programs are in use. We will also consider research material, seminar style and hearing contributions from all 

students, concerning the current state and issues of sports, such as the Paralympics, for those with physical disabilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション 

・演習的授業内容を提示し、履修者の意見を募る。 

2. ・移動方法の違いによる運動負荷（生理的反応）の違いの検討 

例：通常歩行と車いす走行、室内と芝上の運動負荷の違いなど 

3. ・2．の検討内容を簡単な実験により測定する。（運動のできる服装が必要な場合有り） 

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

5. ・2．の取り組みについてデータを抽出し、分析を行う。履修者数によって、6.以下を繰り上げます。 

6. ・移動効率の検討 

例：車いす走行／杖／片下肢等、移動方法の違いによる駆動効率。後方に仰け反った姿勢での走行と一般姿勢の違い。 

7. ・6．の検討内容を簡単な実験により測定する。（運動のできる服装が必要な場合有り） 

8. ・6．の取り組みについてデータを抽出し、分析を行う。履修者数によって、9.以下を繰り上げます。 

9. ・アダプテッドスポーツ対象者を対象とした先行研究の抄読会資料作成 

例：オリンピアン以上の Performance を記録したパラリンピアンのオリンピック参加の是非 

例：一般校(特別支援学校以外の)における障がい児への合理的配慮 

10. ・履修者による自らの研究に関わる先行研究紹介（抄読会） 

11. ・履修者による自らの研究に関わる先行研究紹介（抄読会） 

12. ・テキストマイニングの準備(KHcoder 使用) 

13. ・アダプテッドスポーツに関連するアンケートによる自由筆記／インタビュー内容の分析 

14. ・アダプテッドスポーツに関連するアンケートによる自由筆記／インタビュー内容の分析 

・まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習的作業に対する討議への参加度(20%)/課題提出(80%) 

5,8,10,11,14 回目での課題が、課題提出の評価になります。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

必要に応じて、参考文献等を紹介します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

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

ドレス： 5550307@rikkyo.ac.jp ） 

 

注意事項（Notice） 
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■VD460 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD460／スポーツウエルネス研究１０ 

(Studies in Sports Wellness 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツのいまを考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 慎輔(SANO SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いま、スポーツ界で起きていることを題材に取り上げ、議論を深める。「インテグリティーとはなにか」「ガバナンスとコンプライアン

ス」「オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップなど巨大イベントのありようとは」…いまに焦点をあててスポーツへの理

解を深める 

 

Enrich the discussion by including material from current events in the sports world. Deepen understanding of sports by putting the 

focus on questions such as “what is integrity?”, “governance and compliance”, and “what do mega events such as the 

Olympics/Paralympics and the Rugby World Cup try to achieve?” 

 

授業の内容（Course Contents） 

ひとつの題材を取り上げ、講義と議論で問題を深掘りする。受講者が興味をもつテーマでプレゼンを行い、全員で議論し、問題を

掘り下げる。できれば成果物をものしたい 

 

For each topic raised, we will dig deep into the problems through lectures and discussion. Students will present on a theme of their 

interest, and then the class will discuss and dissect the problems. If possible we will produce tangible output. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講ガイダンス（スポーツとメディアの関係、あり方とは） 

2. スポーツのいま①（スポーツインテグリティとはなにか） 

3. スポーツのいま②（スポーツインテグリティを考える） 

4. スポーツのいま③（ガバナンスとコンプライアンスと何か） 

5. スポーツのいま④（カバナンスとコンプライアンスを考える） 

6. 巨大イベントを考える①（２０２０年東京オリンピックのありようとは） 

7. 巨大イベントを考える②（２０２０年東京パラリンピックのありようとは） 

8. 巨大イベントを考える③（２０１９年ラグビーワールドカップの社会貢献） 

9. 巨大イベントを考える④（２０１９年ラグビーワールドカップ報道を批判する） 

10. 巨大イベントを考える⑤（ＦＩＦＡワールドカップと社会現象） 

11. 巨大イベントを考える⑥（巨大イベントを支えるものとは） 

12. スポーツメディアを批判する①（日本の報道） 

13. スポーツメディアを批判する②（欧米の報道） 

14. メディアを疑え（スポーツメディアとリテラシー） 

 

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

スポーツニュースへの関心を高める（新聞、テレビ、インターネット） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

その都度、指示する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD461／スポーツウエルネス研究１１ 

(Studies in Sports Wellness 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ方法学 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

ーツ方法学研究手法を理解する。 

 

Learn about the current state of sports methodology research mainly through reading literature such as academic research in 

international journals and understand the contributions of sports methodology to sports wellness. In particular we will look at 

training and physical check methods for sports performance analysis and competition events to understand practical sports 

methodology research techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

各内容について，解説し議論する。 

 

In this course, students will read academic papers in international journals and present their contents and then interpret and 

discuss that content with the aim of supporting students’ individual research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・スポーツ方法学研究の手法 

2. 文献誦読発表および議論 1 

3. 文献誦読発表および議論 2 

4. 文献誦読発表および議論 3 

5. 文献誦読発表および議論 4 

6. 文献誦読発表および議論 5 

7. 文献誦読発表および議論 6 

8. 文献誦読発表および議論 7 

9. 文献誦読発表および議論 8 

10. 文献誦読発表および議論 9 

11. 文献誦読発表および議論 10 

12. 文献誦読発表および議論 11 

13. 文献誦読発表および議論 12 

14. スポーツ方法学研究のまとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業における発表および討論参加度(70%)/学期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Christopher Carling, Tom Reilly, A. Mark William. 2008. Performance Assessment for Field Sports. Routledge (ISBN:0415426855) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VD462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD462／スポーツウエルネス研究１２ 

(Studies in Sports Wellness 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ経営学 

担当者名 

（Instructor） 
柳沢 和雄(YANAGISAWA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

やプロスポーツといった具体的なスポーツ経営の実践領域における経営手法や経営課題について議論し課題解決力を養う。 

 

Discuss and develop problem solving skills of the management methods and issues in the practical arena of sport management, 

specifically sport and physical education, community sports, sports events and professional sports, while also understanding the 

fundamental theories of sport management and sport marketing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツ経営の構造論、経営資源論、スポーツ事業論、スポーツマーケティング論などの基礎理論を解説するとともに、学校運

動部活動、地域スポーツクラブ、民間スポーツクラブ、トップスポーツ、スポーツイベントなどから受講生の関心が高い領域を取り

上げ、その現状と経営課題について議論する。 

 

While investigating theory of sport management structure, management resources, sport services and sport products, sport 

marketing and other fundamentals, we will look at topics that students have a high degree of interest in, such as school athletic 

clubs,  community sports clubs, private sports facilities, professional sports, and sports events, and we will discuss their current 

state and the issues involved in running them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツ政策の変遷とスポーツ経営 

2. スポーツ経営の概念と構造 

3. スポーツサービス論の体系 

4. 経営資源論（１）－スポーツ施設論－ 

5. 経営資源論（２）－人材養成と財源－ 

6. スポーツプログラミング論 

7. スポーツクラブの育成とクラブマネジメント論 

8. 学校運動部活動の経営改革 

9. 公共スポーツ施設経営論 

10. 総合型地域スポーツクラブの現状と展望 

11. 民間営利スポーツクラブ経営の現状と展望 

12. スポーツマーケティングの発展 

13. トップスポーツクラブのマネジメントと課題 

14. メガ・スポーツイベントの経営論 

 

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

授業時間以外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

(ISBN:978-4-8293-0462-4) 
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4. 松村和則編、2006、『メガ・スポーツイベントの社会学』、南窓堂 (ISBN:4-8165-0349-8) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

春学期集中：８月５日（月）・６日（火）・７日（水）  

8 月５日・６日は１～５時限、８月７日は１～４時限 

 

注意事項（Notice） 
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■VD463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD463／スポーツウエルネス研究１３ 

(Studies in Sports Wellness 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生物多様性と私たちの暮らし 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

の視点から振り返り、理想的な社会システムについて考察する。   

 

Reexamine the day-to-day choices we make in our lives from a viewpoint of “diversity of life” and consider the ideal social system, 

so that creating a society where we coexist in nature is not relegated to just lip-service.   

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

Although easy to consider unrelated, the “diversity of life” is actually a problem that affects us closely, and its future has a 

profound effect on the choices we will make in our lives. We will look at a variety of cases and discuss their true meaning as 

relates to consideration of the natural environment.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生物多様性とは？ 

2. 土は汚い、虫はキモい？有機農業の本質 

3. 破壊と攪乱と生物多様性 

4. トキとごはんと生物多様性 

5. 外来種と生物多様性 

6. オオカミ再導入の是非 

7. 微生物と暮らし（内なる多様性腸内フローラ） 

8. 種子と生命（遺伝資源と生物多様性） 

9. アニマルウェルへア（生命倫理） 

10. 獣害問題と生物多様性 

11. 漁業の現状と持続可能な経済 

12. 公害と自然環境 

13. エネルギーと生物多様性（里山資本主義） 

14. 生物多様性と社会づくり（森里川海） 

 

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

日ごろから 

「環境問題」 

「生物多様性」 

「持続可能性」 

がキーワードになっているニュースや情報をチェックしておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%) 、出席率およびコメントペーパーの内容(50%) 、議論への参加意欲(20%)(100%) 

特になし。随時資料を配布する 

 

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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■VD464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD464／スポーツウエルネス研究１４ 

(Studies in Sports Wellness 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイオメカニクス 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

バイオメカニクス的手法を用いて計測・分析する技術を習得する｡ 

 

While learning research cases from the English academic literature in the biomechanics field, which is concerned with physical 

movements in sports and daily life, learn techniques for measuring and analyzing using biomechanics methodologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

ングによる分析を行い、テクノロジーを活用した計測・分析手法を習得する。 

 

You will read research papers published in international academic journals on the biomechanics field and study about world-class 

research. In addition to lectures about research methods for biomechanics, you will use Excel and write programs to analyze 

body-movement data measured by a motion-capture system to learn about measurement and analysis methods using technology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究について，バイオメカニクスとは 

2. バイオメカニクスの研究手法（ボール変形量と衝撃力の研究） 

3. バイオメカニクスの研究手法（身体動作計測による研究） 

4. バイオメカニクスの研究手法（工学的手法を用いた研究）） 

5. 研究論文抄読（Clinical Biomechanics） 

6. 研究論文抄読（Journal of Biomechanics） 

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

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

9. データ処理（VICON データのクリーニング） 

10. データ処理（MATLAB によるデータ抽出） 

11. Excel による分析（運動学的分析） 

12. Excel による分析（運動力学的分析） 

13. プログラミングによる分析（MATLAB による運動学的分析） 

14. プログラミングによる分析（MATLAB による運動力学的分析） 

 

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

必要に応じ､ 授業時に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

(ISBN:978-4469266535) 

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

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

5. Clinical Biomechanics. ELSEVIER (ISSN:ISSN: 0268-0033) 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD465 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD465／スポーツウエルネス研究１５ 

(Studies in Sports Wellness 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルな視点からスポーツのマネジメントを考える 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

欧米諸国を中心とした海外のスポーツ環境（スポーツ組織）とそのマネジメント（手法）を日本と比較し、日本的スポーツマネジメン

トの特徴や課題について学ぶとともに、スポーツマネジメントの基礎理論および国際的課題について理解を深める。 

 

This course will examine characteristics and issues of Japanese-style sport management from a comparison with foreign sport 

environment (sport organisations) and its management (methods). Students will deepen the understanding of basic theory in sport 

management and learn about its issues in an international context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、国内外の様々なスポーツ現場におけるマネジメントの実践例を取り上げ、グローバルな視点から日本的スポーツマ

ネジメントの現状や課題について検討する。さらに、スポーツマネジメントの基礎理論を解説するとともに、討論を通してスポーツ

マネジメントの国際的課題について学習する。なお、主に英語文献を読解し、討論を含め授業の一部を英語で行う。 

 

Using practical examples of management at various sport sites in Japan and mainly Western countries, this course tries to 

examine the current situation and issues of Japanese sport management from a global perspective. Furthermore, students will 

learn about international issues of sport management mainly through discussion accompanied by explanation about basic 

theoretical concepts of sport management. In addition, a part of class instruction will be conducted in English including reading & 

comprehension of English literature followed by discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとスポーツマネジメント概論 

2. スポーツマネジメント研究の手法 

3. 講義①：アメリカにおけるスポーツとマネジメント 

4. 講義②：ヨーロッパにおけるスポーツとマネジメント 

5. 講義③：アジア（日本）におけるスポーツとマネジメント 

6. 英文読解・査読方法① 

7. 英文読解・査読方法② 

8. 英語文献発表および討論① 

9. 英語文献発表および討論② 

10. 英語文献発表および討論③ 

11. 英語文献発表および討論④ 

12. 英語文献発表および討論⑤ 

13. 英語文献発表および討論⑥ 

14. まとめ 

 

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

予習：１）発表担当者は、要約と議論や疑問点等について発表準備。 

    2）各回の文献を読み込んで、討論の準備。 

復習：１）発表担当者は、授業時の討論や議論をまとめ小レポートを作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業における発表(30%)/授業における討論(30%)/学期末レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VD466 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VD466／スポーツウエルネス研究１６ 

(Studies in Sports Wellness 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ方法学 

担当者名 

（Instructor） 
中村 大輔(NAKAMURA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツに関する研究手法を国内外の論文から学び、その研究手法などを理解することで自身の研究活動に活かすことができ

るようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は受講生の自主的な研究活動をサポートする目的として、国際誌の論文を精読し、内容発表を行う。また、自身の研究に

関する発表も行い，プレゼンテーションのスキルアップも図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・スポーツ方法学研究の手法 

2. 自身の研究概要発表 1 

3. 自身の研究概要発表 2 

4. 文献発表 1 

5. 文献発表 2 

6. 文献発表 3 

7. カレントリーディング 

8. プレゼンテーションスキルについて 1 

9. プレゼンテーションスキルについて 2 

10. 文献発表 4 

11. 文献発表 5 

12. 文献発表 6 

13. 文献発表 7 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および準備(90%)/学期末発表(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーを招聘する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■WD112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 87 - 

■WD124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

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

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

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

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

 

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

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

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 135 - 

■WD243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討及び各自の研究に関する指

導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、テーマ自体の妥当性を検討する。テーマが決まった後、先行研究に関する検討、研究方法について

の検討などを行い、その後各自が研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。また、学位修得に必

要な様々なプロセスを念頭に、個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、研究科紀要や学会誌への論文投稿を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD428 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD429 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD435 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD439 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD444 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD445 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 202 - 

■WD517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD520 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD530 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD532 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 216 - 

■WD533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD535 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 218 - 

■WD536 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD537 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD538 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD539 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD540 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD541 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD542 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD543 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD544 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD545 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 敦史(FUJII ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 武徳(KINOSHITA TAKENORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 235 - 

■WD720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 239 - 

■WD726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
長倉 真寿美(NAGAKURA MASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
三本松 政之(SANBONMATSU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
北島 健一(KITAJIMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 直美(YUZAWA NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄(NUMAZAWA HIDEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 249 - 

■WD737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD738 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 真(MATSUYAMA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 明伸(SUGIYAMA AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WD745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar for Doctoral Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMH7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
副指導教授による研究指導 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、学際的な観点も見据えながら自らの研究内容を深める。その一環として、院生同士の研究発表会や意

見交換会などを設け、他の研究なども参考にしつつ、切磋琢磨して自身の研究を深める環境を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の専門分野に関する専門的知識を身に付けると共に、幅広い視野を身に付けるための関連領域について学習する。また自

立的な研究者として必要な能力や技法を身に付けるため、様々な教育プログラムを展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

最初に研究テーマを設定し、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が研究の進捗について

報告し、適宜報告会などを交えながら議論を深め指導していく。また、課程博士学位修得に必要な様々なプロセスについて、

個々の研究の進捗状況を確認し、それに合わせた指導を行う。 

具体的には、①構想発表会に向けた準備とその指導、②中間審査会に向けた準備とその指導、③予備審査会に向けた準備とそ

の指導、④博士学位論文提出に向けた準備とその指導、⑤公聴会に向けた準備とその指導などを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集・抄読、研究科内外の研究会や学会等への参加や発表、そして博士学位修得

に向けた論文の執筆を行う。同時に、課程博士学位習得のために定められた様々なプロセスを遂行できるよう、研究成果をまと

め、発表の準備を行い、研究進捗に関するスケジュール管理などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

年度初めに指導教授・副指導教授と相談のうえ提出される「研究題目・指導教授届」と、学期末に提出される「期末研究報告書」

をもとに総合的な評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


