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CA10001 人間学I 1 1.0 1 春A 月1,2

人間学群長,平井
悠介,德永 智子,
川口 純,高橋 阿
貴,松田 壮一郎,
藤 桂,山田 実,佐
島 毅,大村 美保

人間学の根底には、個と社会の結節点に人間を位
置づけ、社会と人間との関係性を動的にとらえる
見方が存在している。教育学、心理学、障害科
学、の視点からなされる10名の教員によるオムニ
バス形式の講義を通じて、個としての人間、社会
に生きる人間、人間と社会の関係性という側面を
理解し、「人間とは」を多面的に学ぶ。

2021年度以前の人間学
群入学者は，これを
「人間学」の単位とす
る。
専門導入科目(事前登
録対象). オンライン
(オンデマンド型)

CA10051 障害科学I 1 2.0 1 春BC 木5,6

佐島 毅，宮本 昌
子,熊谷 恵子,岡
崎 慎治,柿澤 敏
文,原島 恒夫,竹
田 一則,鄭 仁豪,
川間 健之介,野呂
文行,小島 道生,
三盃 亜美,河野
禎之

人の感覚機能および諸認知機能の発達と障害に関
する基礎的知識を教授する。前半は「生理・病理
学の立場から障害科学を捉える」、後半は「心理
学の立場から障害科学を捉える」で構成する。

専門導入科目(事前登
録対象). オンライン
(オンデマンド型)

CA10061 障害科学II 1 2.0 1 秋AB 火1,2

佐々木 銀河,小泉
愛美,大村 美保,
山中 克夫,名川
勝,米田 宏樹,岡
典子,柘植 雅義,
小林 秀之,八重田
淳,森地 徹,小澤
温,左藤 敦子,宮
内 久絵,矢部 愛
子

「障害科学」についての基礎的な知識を教授する
とともに、その領域についての展望を提示する。
前半は「障害原理論・特別支援教育学の立場から
障害科学を捉える」、後半は「障害福祉学の立場
から障害科学を捉える」で構成する。

専門導入科目(事前登
録対象). 実務経験教
員. オンライン(オン
デマンド型)

CA10091 キャリアデザイン入門 1 1.0 1 秋C 水5,6
生田目 光,佐藤
有耕,小松 孝太
郎,大村 美保

大学卒業後の自分の進路について,講義とグルー
プディスカッション,および人間学群の専門性と
関連の深い職種・進路先からの外部講師による講
演を通して考える。

人間学群学生に限る。
CDP
オンライン(オンデマ
ンド型)

CA10113 人間フィールドワークI 3 1.0 1・2 春C秋ABC 随時
岡 典子,遠藤 優
介,加藤 克紀

人間学群で学ぶこと(教育学、心理学、障害科学)
に関係するフィールドワークについて幅広く知る
とともに、人間に関する実践的活動・実践的研究
の基礎を学習する。

人間学群学生に限る。
人間学群学生は履修す
ることが望ましい。
その他の実施形態
オンライン（同時双方
向型）と対面の併用

CA10123
人間フィールドワーク
II

3 1.0 2・3 通年 随時
岡 典子,遠藤 優
介,加藤 克紀

教育学、心理学、障害科学と関連する、大学内外
におけるフィールドワークに参加し、人間に関す
る実践的活動の基礎を体験的に学習する。

人間学群学生に限る。
フィールドワークIを
履修していること。
その他の実施形態
オンライン（同時双方
向型）と対面の併用

CA10133
人間フィールドワーク
III

3 1.0 3・4 通年 随時
岡 典子,遠藤 優
介,加藤 克紀

教育学、心理学、障害科学と関連する、大学内外
におけるフィールドワークに参加し、人間に関す
る実践的活動の基礎を体験的に学習する。

人間学群学生に限る。
フィールドワークIお
よびIIを履修している
こと。
その他の実施形態
オンライン（同時双方
向型）と対面の併用

CA10141 国際教育政策概論 1 1.0 2・3 春C 集中
タスタンベコワ
クアニシ

During this course, we will learn and
discuss the main principles of UNESCO's
educational policies and its recent trends.
The main topics are "Four Pillars of
Education", "Education for All", "Women and
Girls Education", "Education for Sustainable
Development",  "Global Citizenship
Education", "Post-2015 agenda", "Sustainable
Development Goals"

2021年度までの
CB11111と同一。
CB11111の単位を取得
済みのものの履修は認
めない。
英語で授業。
G科目. 対面

CA10161
Current Topics in
Disability Sciences

1 1.0 1 - 4 秋C 木5,6
宮内 久絵,ラミ
チャネ カマル

This is an English lecture series covering
contemporary areas in disability sciences.
The lectures are intended to introduce
various topics from basic information to the
latest research findings relating to not
only disability sciences, but also social
welfare and special education in Japan and
around the world. Through making discussions
about these pieces of information, the
students are expected to get deep
understanding of the topics.

2021年度までの
CE12101と同一。
CE12101の単位を取得
済みのものの履修は認
めない。
英語で授業。
G科目. オンライン(オ
ンデマンド型). オン
ライン(同時双方向型)
オンライン(オンデマ
ンド型)、オンライン
(同時双方向型)併用

CA10201 人間学Ⅱ 1 1.0 1・2 秋AB NT

佐藤 博志,山田
一夫,宮本 昌子,
上田 孝典,勝田
光,川上 直秋,山
口 一大,名川 勝,
三盃 亜美

「人間学」は、個と社会との関係性を、教育学、
心理学、障害科学の視点から、「人間とは何か」
を多面的に学習してきた。「人間学Ⅱは、個と社
会との関係性を、教員のそれぞれの学問分野の研
究実践から、「人間とは何か」を追究する。

学群コア科目（他学群
学類にも開放）
専門導入科目(事前登
録対象). オンライン
(オンデマンド型)

５．人 間 学 群

（１）学群コア・カリキュラム 学類共通(専門基礎)
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CB11051
教育インターンシップ
基礎論

1 1.0 2 春AB 月5 2A409

教育学類長,名畑
目 真吾,唐木 清
志,朝倉 雅史,德
永 智子

この授業では、教育インターンシップ実践演習に
おいて実際に教育現場を訪問することに先立ち、
どのような教育現場があるのか、そこではどのよ
うな人たちが働いているのか、さらには、どの人
たちはどのような教育活動を展開しているのか
を、調べ学習やゲストの講話を通して理解するこ
とを目的とする。

教育学類生に限る
実務経験教員. 対面
※必修科目

CB11062
教育インターンシップ
実践演習

2 1.0 2
春C

夏季休業
中

秋ABC

応談

教育学類長,名畑
目 真吾,唐木 清
志,朝倉 雅史,德
永 智子

この授業では、学校教育現場或いは地域教育現場
のいずれか一方の教育現場を選び、主として開講
期間中に合計で2日間程度、実際にその教育現場
を訪問し、当該教育現場においてどのような教育
活動が展開されているかを観察することを目的と
する。

教育学類生に限る
実務経験教員. 対面
※必修科目

CB11081 教育基礎論 1 2.0 1 春BC 金5,6
平井 悠介,田中
マリア,京免 徹雄

「教育問題」を講義の入り口に据え、教育学がそ
れをどのように扱っているのかを講ずる。日常を
学問的な視点から捉え直す機会を与える。

教育学類学生は「学校
の経営・制度・社会」
と併せて受講するこ
と。
専門導入科目(事前登
録対象). オンライン
(オンデマンド型)
※必修科目

CB11091
学校の経営・制度・社
会

1 2.0 1 秋AB 金5,6
遠藤 優介,小松
孝太郎

教育の思想と理論、教育実践と方法、教育の制度
と経営、人間形成と環境・文化の基礎的知識につ
いて概説する。

教育学類学生は「教育
基礎論」と併せて受講
すること。
専門導入科目(事前登
録対象). オンライン
(オンデマンド型)
※必修科目

CB11097 教育学研究法I 7 2.0 2 通年 応談 教育学類長

教育学の基礎的領域における文献研究を行う。担
当教員の専門分野にそくしながら、通時的・共時
的な問題発見と課題探究の実際を理解し、論文や
資料などの検索・収集からその批判的検討へとい
たる、文献研究の基本に習熟する。

教育学類生に限る
実務経験教員. 対面
※必修科目 2018年度
以前入学者に限る。

CB11101 国際教育協力論 1 2.0 2・3 春AB 水5,6 2A303
井田 仁康,佐藤
博志,名畑目 真
吾,江藤 双恵

1ヵ月ほどのタイへの派遣（日本語教員の補助）
を目的として，そのための講義を行う。国際教育
協力の知識と考え方を習得するとともに，タイで
の日本語補助教員としてのボランティア活動がで
きる資質を養う。

国際教育協力のあり方を概観し，ボランティア活
動をするためのタイの社会，文化，教育について
学ぶ。タイ語とタイにおける日本語指導について
学ぶ。過去にタイへ派遣された学生たちの体験談
を聞き，モチベーションを高めるとともに引き継
ぎをおこなう。国際協力実習でタイにおける実習
を行うためには，この講義の履修が条件である。
実習においては，基本的な社会ルールとマナーを
守ること，および実習校で受けた助言をよく理解
し，省察することが求められる。これらの点につ
いても，この授業を受講する時点から意識するこ
と。また，履修希望者は，水曜日第5時限の第1回
の授業に必ず参加すること。その他，授業中の指
示に従うこと。

キーワード:タイ語,タ
イ文化,タイの社会と
教育,日本語教育,教育
実践,ボランティア,国
際協力
G科目. 対面
タイにおける実習を行
うためには，この講義
（春学期AB，水曜日5•
6時限）の履修が条件
である。4年生の履修
は原則として認めな
い。なお，タイの情勢
や感染症の拡大状況等
によって，実習の中止
や予定変更があり得る
ことを理解して受講す
ること。タイにおける
実習は教育学類生•人
間学群生が優先であ
り，教職課程の履修が
条件となる。

CB11103 国際教育協力実習 3 2.0 2・3 春C秋ABC 集中
井田 仁康,佐藤
博志,名畑目 真吾

タイにおいて日本語の補助教師として活動する。
なお，旅費は実費を受講者が負担する。8〜9月，
11〜12月，2月〜3月を目途にそれぞれ1～2名前後
が実習を行う。派遣先により，教える対象は高校
生もしくは大学生となる。タイでの日本語補助教
員としてのボランティア活動を体験し，国際的な
視野を広げるとともに異文化理解，人間尊重の精
神などを習得する。
・はじめの1週間
タイでの現地教員によるオリエンテーション，
ホームステイ先との交流
・約2～3週間
主に高校生を対象として，タイの大学の附属高校
などで日本語授業の補助教師としてのボランティ
ア活動。指導内容は，日本語の発音，書き方，会
話，文化，習慣など多岐にわたるが，現地での進
み具合により担当教員の指示に従う。

タイでの授業の取り組み方などを総合して評価す
る。

他の授業を休んで参加することにもなるので，関
係の先生と十分に話し合うこと。人数の制限があ
るので，希望の期間に実習が行えないこともあ
る。独学でもタイ語の習得をすすめる。実習にお
いては，基本的な社会ルールとマナーを守るこ
と。実習校で受けた助言をよく理解し，省察する
こと。

キーワード:タイ,学
校,実習
G科目. 対面
国際教育協力論の単位
を修得していることを
条件とする。人数を制
限する。教育学類生，
人間学群学生を優先す
る。教職課程の履修が
条件となる。4年生の
履修は原則として認め
ない。

CB11107 教育学研究法II 7 2.0 2 通年 応談 教育学類長

教育事象を調査によって実証的に研究するための
知識や技術、技法の基礎を習得する。この授業で
は、量的および質的な社会調査の方法に焦点をあ
て、若干の実習をまじえながら学習を進める予定
である。

教育学類生に限る
対面
※必修科目 2018年度
以前入学者に限る。

CB11117 教育学研究法III 7 2.0 2 通年 応談 教育学類長

教育学研究における実験・観察研究について、教
科教育の授業を対象にして検討する。実験・観察
法の実際、意義と問題点、成果と展望を具体的な
研究事例に即して、実習しながら考究する。

教育学類生に限る
対面
※必修科目 2018年度
以前入学者に限る。

（２）教 育 学 類
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