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㸯 ᒚಟୖ୍ࡢ⯡ⓗὀព㡯

(1) Ꮫᮇ

ᏛᮇࠊࡣᏛᮇ⛅Ꮫᮇࡢ 2 Ꮫᮇ6ࠊࡋ  ࠋࡍ࡛࠾ࡢḟࡣᮇ㛫ࡢᏛᮇࠋࡍ࠸࡚ࡋᵓᡂ࡛࣮ࣝࣗࢪࣔࡢࡘ

Ꮫᮇ㸸 4 ᭶ 1 ᪥ 㹼 9 ᭶ 30 ᪥  ⛅Ꮫᮇ㸸 10 ᭶ 1 ᪥ 㹼 3 ᭶ 31 ᪥ 

 Ꮫᮇࡣ Aࠊ Bࠊ C ⛅ࡣᏛᮇ⛅ࠊ࣮ࣝࣗࢪࣔ Aࠊ⛅ Bࠊ⛅ C  ࠋࡍࡉᵓᡂ࡛࣮ࣝࣗࢪࣔ

 ࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠺⾜ᤵᴗ࡚࠸࠾➼ఇᴗᮇ㛫ࠊࡣሙྜ࠶ࡀᚲせࡢู≉ୖ⫱ᩍࠊࡓ  

2022 ᖺᗘྛࣔࡢ࣮ࣝࣗࢪᮇ㛫ࠊᤵᴗ㛤ጞ᪥ࠊᮇᮎヨ㦂᪥➼ࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗཬࡧᏛᖺᬺཧ↷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

A 㛤ጞᤵᴗᐇᮇ㛫 B࣮ࣝࣗࢪࣔ 㛤ጞᤵᴗᐇᮇ㛫 C࣮ࣝࣗࢪࣔ  㛤ጞᤵᴗᐇᮇ㛫࣮ࣝࣗࢪࣔ


Ꮫ
ᮇ

 ABC 4 ᭶ 13 ᪥㹼8 ᭶ 2 ᪥  BC 5 ᭶ 25 ᪥㹼8 ᭶ 2 ᪥  C 7 ᭶ 6 ᪥㹼8 ᭶ 9 ᪥ 

 AB 4 ᭶ 13 ᪥㹼6 ᭶ 28 ᪥  B 5 ᭶ 25 ᪥㹼6 ᭶ 28 ᪥ - - 

 A 4 ᭶ 13 ᪥㹼5 ᭶ 23 ᪥ - - - - 

 A ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

 AB࣭ B  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

 ABC࣭ BC  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

 C ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

㸸5 ᭶ 24 ᪥ 

㸸6 ᭶ 29 ᪥㹼7 ᭶ 5 ᪥ 

㸸8 ᭶ 3 ᪥㹼8 ᭶ 9 ᪥ 

㸸8 ᭶ 10 ᪥ 

⛅
Ꮫ
ᮇ

⛅ ABC 10 ᭶ 1 ᪥㹼2 ᭶ 7 ᪥ ⛅ BC 11 ᭶ 11 ᪥㹼2 ᭶ 7 ᪥ ⛅ C 1 ᭶ 6 ᪥㹼2 ᭶ 14 ᪥ 

⛅ AB 10 ᭶ 1 ᪥㹼12 ᭶ 21 ᪥ ⛅ B 11 ᭶ 11 ᪥㹼12 ᭶ 21 ᪥ - - 

⛅ A 10 ᭶ 1 ᪥㹼11 ᭶ 9 ᪥ - - - - 

⛅ A ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

⛅ AB࣭⛅ B  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

⛅ ABC࣭⛅ BC  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

⛅ C ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

㸸11 ᭶ 10 ᪥ 

㸸12 ᭶ 22 ᪥㹼12 ᭶ 28 ᪥ 

㸸2 ᭶ 8 ᪥㹼2 ᭶ 14 ᪥ 

㸸2 ᭶ 16ࠊ15 ᪥ 

ͤ A࣭Cࠊ⛅ A࣭C ࣮ࣔࣝࣗࢪᮇᮎヨ㦂᪥࡚࠸ࡘ 
A ཪࡣ C ᮇᮎヨࠋࡍ࡞ఇㅮ࡚ࡋཎ๎ࡣ┠⛉࠸࡞ࡋヱᙜࠊ᪥࡛ࡢࡓࡍᐇヨ㦂ࡢ┠⛉ࡍ⤖࡛࣮ࣝࣗࢪࣔ

㦂᪥ࡅ࠾ヨ㦂ᐇࡢ᭷↓ࠊ᪥⛬➼ࡈ┠⛉ࡣ࡚࠸ࡘ࿘▱ࠋࡍࡋᤵᴗᢸᙜᩍဨࡢᣦ♧ᚑཷ࡚ࡗㅮࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

(2) ᤵᴗ㛫

ᤵᴗ㛫ࡢ༊ศࠊࡣḟࠋࡍ࡛࠾ࡢ㸦1 㝈㸫75 ศ㸧

࠙⟃Ἴࣕࣥࢫࣃ 㸦ࠚ᭶᭙᪥㹼㔠᭙᪥㛤ㅮ㸧 

㝈 㛤ጞ㛫㹼⤊㛫 ఇ᠁㛫 

➨ 1 㝈 8㸸40 㹼  9㸸55 9㸸55 㹼 10㸸10 

➨ 2 㝈 10㸸10 㹼 11㸸25 11㸸25 㹼 12㸸15 

➨ 3 㝈 12㸸15 㹼 13㸸30 13㸸30 㹼 13㸸45 

➨ 4 㝈 13㸸45 㹼 15㸸00 15㸸00 㹼 15㸸15 

➨ 5 㝈 15㸸15 㹼 16㸸30 16㸸30 㹼 16㸸45 

➨ 6 㝈 16㸸45 㹼 18㸸00 

Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽➨ 14 ᮲ᐃᩍ⫱᪉ἲࡢ≉ಀᤵᴗ㛫 

㝈 㛤ጞ㛫㹼⤊㛫 ఇ᠁㛫 

➨ 7 㝈 18㸸00 㹼 19㸸15 19㸸15 㹼 19㸸20 
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࠙ᮾிࣕࣥࢫࣃ 㸦ࠚⅆ᭙᪥㹼ᅵ᭙᪥㛤ㅮࠊࡋࡔࡓࠋⅆ᭙᪥㹼㔠᭙᪥ࡣ➨ 7 㝈ཬࡧ➨ 8 㝈㛤ㅮࠊ 

ᅵ᭙᪥ࡣ➨ 1 㝈㛤ㅮ㸧 

㝈 㛤ጞ㛫㹼⤊㛫 ఇ᠁㛫 

➨ 1 㝈 8㸸55 㹼 10㸸10 10㸸10 㹼 10㸸20 

➨ 2 㝈 10㸸20 㹼 11㸸35 11㸸35 㹼 11㸸45 

➨ 3 㝈 11㸸45 㹼 13㸸00 13㸸00 㹼 13㸸45 

➨ 4 㝈 13㸸45 㹼 15㸸00 15㸸00 㹼 15㸸10 

➨ 5 㝈 15㸸10 㹼 16㸸25 16㸸25 㹼 16㸸35 

➨ 6 㝈 16㸸35 㹼 17㸸50 17㸸50 㹼 18㸸20 

➨ 7 㝈 18㸸20 㹼 19㸸35 19㸸35 㹼 19㸸45 

➨ 8 㝈 19㸸45 㹼 21㸸00  

 
(3) ༢㛫 
   1 ༢ࡢᤵᴗ⛉┠ࡣ 45 㛫ࡢᏛಟᚲせࡍෆᐜ࡚ࡗᵓᡂࡇࡍᶆ‽ࡢࡑࠊࡋᤵᴗ㛫ࡣḟࡢᇶ

 ࠋࡍࡋࡢ‽

    ㅮ⩏15     ⩦₇ࠊ 㛫㹼30 㛫 1 ༢ 

    ᐇ㦂ࠊᐇ⩦ࠊᐇᢏ  30 㛫㹼45 㛫 1 ༢ 

  ဵᮏᏛ࡛1ࠊࡣ 㝈㸦75 ศ㸧ࡢᤵᴗ 1.5 㛫㸦90 ศ㸧࡚ࡋィ⟬ࠋࡍ࠸࡚ࡋ 

 

(4) 㛤タᤵᴗ⛉┠୍ぴ 
ձ Ꮫ࣮࣮ࢪ 

ẖᖺᗘࡢ㛤タ⛉┠ࡣᏛࢪ࣮࣮ࡢᥖ㍕ࠋࡍ࠸࡚ࡉ 

URL https://www.tsukuba.ac.jp/education/g-courses/g-tsukuba_tokyo.html 

ᖺᗘึࡢィ⏬ࡀᥖ㍕ࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡉ᪂つ㛤ㅮᩍᐊ࣭᭙᪥࣭㝈➼ࡢኚ᭦࡞ὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 

  ղ ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࢸࢫࢩ㸦KdB㸧 https://kdb.tsukuba.ac.jp/ 

ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࢸࢫࢩ 㸦KdB㸧⏝᭱ࠊ࡚ࡋ ᪂ࡢ⛉┠ሗ᳨ࡢ⣴ࢫࣂࣛࢩࡢ┠⛉㜀ぴࡁ࡛ࡀࡇࡍ

㸦Ꮫ⏕⏝㸧ࠖࣝࣗࢽࢸࢫࢩᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭ(13)ࠕࡣ࡚࠸ࡘస᪉ἲ᧯ࠋࡍ  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ↷ཧ

 

ճ ᤵᴗ᪉ἲ 

ᤵᴗ⛉┠ࠊࡣㅮ⩏࣭₇⩦࣭ᐇ㦂➼࡛⾜2ࠊࡀࡍ࠾࡚ࡗ  ࠋࡍ࠶┠⛉ᤵᴗࡍ⏝ేᤵᴗ᪉ἲࡢ௨ୖࡘ

⛉┠୍ぴྛࡣ࡚࠸࠾㛤タ⛉┠ࡢᤵᴗ᪉ἲୗグ୍ぴ࠾ࡢ⾲グࠋࡍ࠸࡚ࡋ 

 

グ  ྕ ᤵᴗ᪉ἲ  グ  ྕ ᤵᴗ᪉ἲ 

1 ㅮ⩏  5 ㅮ⩏ཬࡧᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 

2 ₇⩦  6 ₇⩦ཬࡧᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 

3 ᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ  7 ㅮ⩏₇ࠊ⩦ཬࡧᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 

4 ㅮ⩏ཬࡢࡑ 0  ⩦₇ࡧ 

 

 

➨ 8 㝈 19㸸20 㹼 20㸸35  
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(5) ᒚಟ⏦ㄳ 
   ᒚಟᕼᮃࠊࡣ࡚࠸ࡘ┠⛉ࡍᐃࡓᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫୰㸦ճᒚಟ⏦ㄳࡢ᪥⛬ཧ↷㸧ᒚಟ⏦ㄳࡤࡅ࡞ࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᒚಟ⏦ㄳࡎᚲ⮬ྛࠊ࡛ࡢࡏㄆࡣᒚಟࡢ┠⛉࠸࡞ࡋᒚಟ⏦ㄳࠋࡏ࡞

  ձ ᒚಟ⏦ㄳᙜࡢ࡚ࡗࡓὀព㡯 

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅཷᣦᑟࡢ➼ᣦᑟᩍဨ๓࡚࠸ࡘ⏬Ꮫಟィࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜࡍᒚಟ⏦ㄳ .

ྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ┠⛉࠸࡚ࡋᐃ☜ࡀ㛤ㅮᏛᮇ᭙㝈 . ᮇ㛫ࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡗỴࡀᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔ

ෆᒚಟ⏦ㄳࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᐃᮇⓗ࡞᭙㝈タࠊࡣ┠⛉࠸࡞࠸࡚ࡅ௨ୗࡢ㸲ࡘศ㢮ࠋࡍࡉ 

࣭㞟୰㸸᭙㝈ࡀᐃᮇ࡛࠶ࠊࡃ࡞ࡣ⛬ᗘ㞟୰ࡓࡋ᪥⛬࡛⾜࠺ᤵᴗᙧែࠋ㛤ㅮ᪥ࡀỴᐃࡓࡋⅬ࡛ᥖ♧➼

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᒚಟ⏦ㄳᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡓࡉグ㍕➼♧ᥖࠊ࡛ࡢࡍࡋ▱࿘
࣭㝶㸸ᐇ㦂ᣦᑟⓗ࡞ෆᐜ࡛ࠊᏛ⏕ࡀ㛗㛫ࡓᐇ㦂➼ᚑࡍ୰࡛ᚲせ࡞㒔ᗘࠊᩍဨㄪᩚࠊୖࡢ 

ᣦᑟࡅཷᤵᴗᙧែࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔྛࠋᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆᒚಟ⏦ㄳࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ 
࣭ᛂㄯ㸸ᑡேᩘ࣮ࢼࢭࡢⓗ࡞ෆᐜ࡛ࡡ࠾࠾ࠊᐃᮇⓗࠊࡀ⾜ᩍဨࡢ㒔ྜ࡛࡞᪥ኚ᭦ࡇࡍ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᒚಟ⏦ㄳᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔྛࠋᤵᴗᙧែ࡞࠺ࡌ⏕ࡎ࡞ᑡࡀ

࣭NT㸸ࠕNT͇ࠖࠊࡣ Non-timetabled attendance is possible͇ࠊ࠶࡛⛠␎ࡢ㛤ㅮ᭙㝈ࡣᐃࠊࡢࡢ࠸࡞࠸࡚

ィ⏬ⓗࠊࡀ࡞ࡋὀព➼ᥦฟᮇ㝈ࢺ࣮ࣞࠊ࡚ࡋᏳ┠ㅮ᥎ዡ᭙㝈ཷ࠸࡚ࡉ♧ࢫࣂࣛࢩ

ᒚಟࠋࡍ࡛┠⛉ࡍNT  ࠋࡍ࡛⬟ྍࡀᒚಟࡢ┠⛉ࡢࡉ㛤ㅮ᭙㝈୍ྠㅮ᥎ዡ᭙㝈ཷࡢ┠⛉

. ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫௨እࠊࡣཎ๎࡚ࡋ⏦ㄳࡢ┠⛉ࡓࡋኚ᭦ࠋࡏࡁ࡛ࡣᚓࡎᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫እࡢ㏣ຍᒚಟ

⏦ㄳᒚಟ⏦ㄳ๐㝖ࡀᚲせ࡞ሙྜࠊࡣᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡚☜ㄆࠊ࠼࠺ࡢᚲせ࡞ᡭ⥆ࡃ࡚ࡗ⾜ࡁ

 ࠋ࠸ࡉࡔ

. ྠ୍᭙㝈ෆ┠⛉ࡢᩘ「ᒚಟࠋࡏࡁ࡛ࡣࡇࡍ 

. Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱⤌⧊ཬࡧᏛ⩌࡛㛤タࡢ┠⛉࠸࡚ࡉᒚಟᕼᮃࡍሙྜࠊࡣᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜᩍဨࠊᣦᑟ

ᩍဨཬࡧ⤌⧊㛗ࡢᢎㄆᚓ࡚ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸ࡉࡔࡃ㈨᱁ྲྀᚓࡓࡢᏛ⩌㛤タࡢᩍ⫋⛉┠➼ᒚಟࡍሙྜ

ᚲࡀ⥆㏵ᡭูࡣࡓ࡞⏕ᒚಟ➼┠⛉ࡢ⩌㸦Ꮫࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᒚಟ⏦ㄳ࡚ࡋ⏕ᒚಟ➼┠⛉ࡢ⩌Ꮫࠊࡣ

せ࡛ࠊ࡛ࡢࡍᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡚☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧 

. 㛫➼ࡢኚ᭦࠶ࡀሙྜࡣᥖ♧➼࡛ࠊ࡛ࡢࡍࡋࡏ▱࠾ᚲࡎ☜ㄆ࠼࠺ࡢᒚಟ⏦ㄳࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ 

. ᪤༢ಟᚓ┠⛉ࡓࡋᗘᒚಟࡇࡍ㸦ྠ୍⛉┠ࡢᒚಟ㸧ࡣㄆࠋࡏ 

࡚ࡋㄆ☜࠶࡛┠⛉ࡓࡋᑐᛂ⧊⤌ᡤᒓࠊධᏛᖺᗘࡢศ⮬ࠋࡍ࠶ࡀሙྜ࠶ᩘ「ࡀ┠⛉ࡢྡ┠⛉ࡌྠ .ࢡ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᒚಟ⏦ㄳ

  ղ ᒚಟ⏦ㄳࡢ᪉ἲ 

    ᒚಟ⏦ㄳࠕࠊࡣTWINSࠖࢸࢫࢩ࠺࠸⏝ࠋࡍ࠸⾜࡛ୖ࡚ࡋ㸦https://twins.tsukuba.ac.jp/㸧 

ධᏛ⤫୍ㄆドࡢࢸࢫࢩ ID ࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋ㓄ࢻ࣮ࡓࡉグ㍕ࡀࢻ࣮࣡ࢫࣃᮇึ ID ࣮࣡ࢫࣃ

࡚ࡋ⏝ࢻ TWINS TWINSࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࣥࢢࣟ TWINS(12)ࠕࡣ࡚࠸ࡘస᪉ἲ᧯ࡢ ࡚ࠖࡗࡓ࠶⏝ࡢ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡓᐃࠊ࠼࠺ࡢ↷ཧ

ࢱࣥࢭࢹᏛ⾡ሗ࣓ࠊࡣሙྜ࡞ᚲせࡀࡢ➼ࡓࡗ࡞ࡀࢻ࣮࣡ࢫࣃࡢㄆド୍⤫ࠊ࠾࡞

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟ࡚࠸㢪㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡣ࠸࠶࣮

  ճ ᒚಟ⏦ㄳࡢ᪥⛬ 

    TWINS  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᒚಟ࣭ᡂ⦼㛵ಀ᪥⛬࡛ࠖ☜ㄆࠕ࠶ࢪ࣮ࢺࡢᚋࣥࢢࣟ

ဵ㞟୰ᤵᴗ➼㛤ㅮ᪥ᤵᴗᢸᙜᩍဨࡀᮍᐃูࠊࡣ┠⛉ࡢ㏵ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫タࡅሙྜࠋࡍ࠶ࡀ 

ᥖ♧➼ὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
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 մ ᤵᴗ⛉┠༊ศ

1. ⛉┠༊ศࠕࡣᑓ㛛⛉┠ ┠⛉♏ᑓ㛛ᇶࠖࠕ ┠⛉♏ᇶࠖࠕ 㸦せ௳እ㸧ࠖࡢࡑࠖࠕ ึ࡛ື⮬ᒚಟ⏦ㄳࠊ୰ࡢ

ᮇ್タᐃࡈ┠⛉ࠊ࡛ࡢࡍࡉ㑅ᢥࡍᚲせࠋࡏ࠶ࡣ 

2. ⛉┠༊ศึࡢᮇタᐃࡣᚲࡋࡎᒚಟ᪉ἲࡓࡋ⮴ྜ⛉┠༊ศ࠸࡞࡞ሙྜࠋࡍ࠶ࡀ⛉┠༊ศࡢಟṇࡀ

ᚲせ࡞ሙྜࠊࡣᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡚ಟṇ᪉ἲ☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

    

࠙ᒚಟ⏦ㄳୖࡢᤵᴗ⛉┠༊ศグྕ⾲ဵࠚᖹᡂ 25 ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅ 

 ༊ศ┠⛉ ࢻ࣮ࢥ  ༊ศ┠⛉ ࢻ࣮ࢥ

A ᑓ㛛⛉┠  C ᇶ♏⛉┠ 

B ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠  D ࡢࡑࡢ⛉┠ 

�ဵᖹᡂ 24 ᖺᗘ௨๓ධᏛ⪅ࠊࡣ࡚࠸ࡘධᏛᖺᗘࡢᏛ㝔౽ぴཧ↷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

  յ Ꮫ⩌ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ⏦ㄳ 

1. Ꮫ⩌ࡢᤵᴗ⛉┠Ꮫ㝔Ꮫ๎ 37 ᮲ᇶ࡙ࡁᒚಟࡍሙྜࠊࡣTWINS ᒚಟ⏦ㄳู≉ࠕࡢ ࠊࡋసᡂㄳ᭩⏦࡚ࠖ

ᣦᑟᩍဨཬࡧᏛ࣮ࢲ࣮ࣜࣛࢢࣟཪࡣᑓᨷ㛗ࡢᢎㄆ༳ࠊ࠸ᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜᥦฟࡃ࡚ࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔ

2. Ꮫ⩌࡛㛤タ࠸࡚ࡉᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ࡣᏛ㝔ࠋࡍ࡛ࡌྠᚲࡎᮇ㛫ෆ≉ูᒚಟ⏦ㄳࡔࡃ࡚ࡗ⾜

 ࠋ࠸ࡉ

 

 ࡚࠸ࡘㅮཷࡢᤵᴗࣥࣛࣥ (6)

 ձ ᤵᴗᐇ᪉ἲ࡚࠸ࡘ 

⟃ἼᏛ࡛2020ࠊࡣ ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ௨㝆ࠊᤵᴗࡢᐇ᪉ἲୗグ࠾ࡢศ㢮ࠋࡍ࠸࡚ࡋ 
 ࠊ࠸࡚ࡋᥖ㍕ഛ⪃ḍࡢ㛤タᤵᴗ⛉┠୍ぴࡢࢪᏛ࣮࣮⏬ィࡢᖺᗘึࡣᤵᴗᐇ᪉ἲࡢ┠⛉ྛ

᭱᪂ࡢሗࡣ KdB Webࠊࡓࠋࡍࡉグ㍕ࢫࣂࣛࢩഛ⪃ḍࡢ ᥖ♧ᯈ(TWINS)ࡀࡏ▱࠾ฟ࠶ࡇ 
       ࠋࡍ

 ᆺ㸧㸸ࢻࣥࢹ㸦ࣥࣥࣛࣥ .1
manaba ᙜヱᤵᴗࡀ⏕Ꮫࠊࡁ࡛⫈ど㛫ᖏࡢព௵ࡀ⏕Ꮫ➼㈨ᩱ⏬ື⩏ㅮࡓ࠸࠾࡚ࡋ⏬㘓ணࠊ࠸⏝➼

 ࠋࡍ࠸࠸᪉ᘧࡍ௦࡚᭰ࡣࡓ㒊୍ࡢᑐ㠃ᤵᴗࠊࡇࡍሙᡤ࡛ᒚಟࡢᩍᐊ➼௨እ࠺⾜
タᐃ࡚ࡋᐃࡇࡍᒚಟ᭙㝈࠸࡚ࡉグ㍕㛤タ⛉┠୍ぴࠊࡣ࡞ㄢ㢟බ㛤ᮇ㛫ࡢ⏬ືࠊࡋࡔࡓ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠺ࡍㅮཷ᭙㝈ࡢࡑࡅࡔࡁ࡛ࠊࡁ㝖ሙྜ࠶ࡢ♧ᣦ≉ࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡉ
  㸦ྠ᪉ྥᆺ㸧㸸ࣥࣛࣥ .2
ሙᡤࡢᩍᐊ➼௨እ࠺⾜ᙜヱᤵᴗࡀ⏕Ꮫࠊࡋ㓄ಙྠ㐲㝸ᆅᵝᏊࡢᤵᴗࠊ࠸⏝➼ࢸࢫࢩ㆟

 ࠋࡍ࠸࠸᪉ᘧࡍཧຍ࡛ࢱࣝࣜᤵᴗࠊ࡛
3. ᑐ㠃㸸ᩍᐊ➼࡚࠸࠾ᑐ㠃࡛ᐇࠋࡍࡋ 
  ᐇᙧែ㸸ࡢࡢࡑ .4
ୖグࡢᩘ「ࡢ᪉ἲ࡛ᐇࡍሙྜࡢࡑࠕࡢᐇᙧែ    ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆ☜࡛ࢫࣂࣛࢩࡣヲ⣽ࠋࡍ࡞ࠖ

 

 ղ manaba࡚࠸ࡘ 

    manaba 㟁Ꮚⓗᩍᮦࡀ⏕Ꮫᩍဨࠊࡋసᡂࢪ࣮ࢫ࣮ࢥࡁ࡛⏝ࡈᤵᴗࡢࡒࡑࠊࡣ

TWINSࠋࡍ࡛ࢸࢫࢩ⌮⟶⩦Ꮫࡁ࡛ࡀࡇࡍࡓࡗ⾜ᥦฟฟ㢟ࡢㄢ㢟ࠊࡓࡋඹ᭷ ࡛ᒚಟⓏ㘓ࡀ

ࠊࡍ⩣᪥௨㝆ᒚಟ⛉┠ࠋࡍ࡞࠺ࡁ࡛ࡀࡇࡍࢫࢭࢡࢫ࣮ࢥࡢ ᐇࡢᤵᴗࣥࣛࣥ

㝿ࠊࡣ࡚ࡋᩍᮦࡢඹ᭷ຍཷࡢ┠⛉ࠊ࡚࠼ㅮ᪉ἲㅮ⩏ࠊ⏬ືࠊㄢ㢟ࡢᥦฟࠊ࡞manaba ᯝᙺ࡞୰᰾ⓗࡀ

 㸦https://manaba.tsukuba.ac.jp㸧ࠋࡍ࡞ࡇࡍࡓ
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 ճ ᤵᴗ⏝࡚࠸ࡘࢻ࣮ࣁ࣭ࢺࣇࢯࡍ 

    ᮏᏛᏛ⏕ࣥࣛࣥࡣᤵᴗ࡛⏝ࡢ࣮ࣝࢢ࠸ Teams ࡢࢫࣅ࣮ࢧ㓄ಙ⏬ືࠊ Stream ྵ

Microsoft ࡓࡍㅮཷᤵᴗࣥࣛࣥࠊࡓࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇࡍ⏝⩌ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ࠎᵝࡍᥦ౪ࡀ♫

ࣥࠊࡢࡑࠋࡍᚲせ࡛ࡀ⥺㏻ಙᅇࡧᮎཬ➃ࡢ࡞ࣥࣇࢺ࣮ࢫࠊࢺࣞࢱࠊࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࣝࢼࢯ࣮ࣃࠊࡣ

ᤵᴗཷㅮෆࣥࣛࣥࠕࡢ࣮ࢱࣥࢭࢹᏛ⾡ሗ࣓ࡣヲ⣽ࡢᡭ㡰࡞ᚲせࡓࡍㅮཷᤵᴗࣥࣛ ☜ࠖ

ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸦https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/remote-lecture-students/㸧 

 
մ ᤵᴗ࡛⏝ࡉ㈨ᩱ➼࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ  
    ᤵᴗ࡛㓄ᕸࡓࡉ㈨ᩱᩍᮦࠊㅮ⩏ື⏬㡢ኌ➼ཷㅮ⪅ࡀ↓᩿࡛」〇࣭㌿㍕࣭㌿⏝ࠋࡏࡅ࠸ࡣ࡚ࡋ 
  
 յ ᪂ᆺࢫࣝࢼࣟࢥឤᰁࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ 

ሗᏛ࣮࣮࡛ୖࢪⓎಙࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡋ㝶☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
㸦https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-19/㸧 
 

(7) ᡂ⦼ホ౯ヨ㦂 
  ձ ᡂ⦼ホ౯࣭༢ᤵ 

    ᡂ⦼ホ౯ࠊࡣᤵᴗᢸᙜᩍဨࢫࣂࣛࢩࡀグ㍕ࡢ᪉ἲุᐃࠊࡋୗグ A㸩ࠊAࠊBࠊC ཬࡧ D ࡢ 5 ẁ㝵࡛ 

ホ౯ྛࠊ࠾࡞ࠋࡍࡋᩍ⫱⤌⧊ࡀᐃ୍㒊ࠊࡣ࡚࠸࠾┠⛉ࡢP ࡣࡓ F ホ౯ྜ⥲ࠋࡍࡋホ౯࡛ࡢྰྜࡢ

ࡀ A㸩ࠊAࠊBࠊC ཬࡧ P Dࠋࡍࡋᤵ༢ࡋ᱁ྜࡣ ཬࡧ F 㸦ᡂ⦼ドࠋࡏࡋᤵࡣ༢࡚ࡋྜ᱁ࡣ

᭩グ㍕ࠊࡣࡢࡉ༢ࡀᤵࡓࡉ A㸩ࠊAࠊ Bࠊ C ཬࡧ P ホ౯ࠋࡍ࡛┠⛉ࡢ㸧 

 

   ࠙ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽ࠚ 
    㸦1㸧A㸩㸸90㹼100 Ⅼ  A㸸80㹼89 Ⅼ  B㸸70㹼79 Ⅼ  C㸸60㹼69 Ⅼ  D㸸59 Ⅼ௨ୗ 
    㸦2㸧P㸸ྜ᱁ F㸸ྜ᱁ 
2ࠊ࠾࡞     ホ౯ྜ⥲࡚࠸࠾Ꮫᮇ⤊᭱ࠊࡍᏛᮇホ౯Ꮫᮇẖࠊࡣ┠⛉࠺⾜ᤵᴗࡓᏛᮇࡢࡘ

 ࠋࡍࡋ

 

   ղ ヨ㦂➼ 

     ヨ㦂➼ࠊࡣᏛᮇ୰ࡢᐃࡓヨ㦂ᮇ㛫ෆ࠺⾜ヨ㦂ࠋࡍ࡛➼ࢺ࣮ࣞࠊヨ㦂ᮇ㛫ࠊࡣᏛᖺᬺぢ࡚☜ㄆࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚

 

   ճ ホ౯☜ㄆ᪉ἲ 

ᡂ⦼ホ౯࣮ࣝࣗࢪࣔࠊࡣẖᐃࡓᡂ⦼ཧ↷㛤ጞ᪥ࠊTWINS ୖ࡛☜ㄆ࡛ࠋࡍࡁ 

 

  մ ᡂ⦼ホ౯㛵࠸ࡘ࡚❧ࡋ⏦ࡍ  ࡚

ᡂ⦼ホ౯࡚࠸ࡘၥྜࡏ⩏࠶ࡀሙྜࡣࡎࠊࡣᤵᴗᢸᙜᩍဨၥࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏྜ࠸⤖ᯝࠊゎ

Ỵ࠸࡞ࡋሙྜࠊࡣᙜヱᤵᴗ⛉┠㛤タ࠸࡚ࡋᩍ⫱⤌⧊ᡤᐃࡢ᪉ἲᨭᐊᩍົᢸᙜၥࠊ࡚ࡏྜ࠸ᡤᐃࡢ

ᵝᘧᚲせ㡯グධ࡚ࡋᥦฟࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 

(8) ධᏛ๓Ꮫ㝔➼࡚࠸࠾ಟᚓࡓࡋ༢ࡢㄆᐃཬࡑࡧక࠺ᅾᏛᖺ㝈࡚࠸ࡘ⦰▷ࡢ 
  ձ ༢ࡢㄆᐃ 

    Ꮫ㝔Ꮫ๎ࡢつᐃᇶ࡙ࠊࡁᮏᏛᏛ㝔ධᏛ๓ࡢᏛ㝔࡚࠸࠾ᤵᴗ⛉┠ᒚಟࡋಟᚓࡓࡋ༢㸦⛉┠➼

ᒚಟ⏕࡚ࡋಟᚓࡓࡋ༢ࠋྵ㸧15ࠊࡣ࡚࠸ࡘ ༢㝈ᗘࠊ࡚ࡋᙜヱᏛ⏕ࡀᡤᒓࡍᩍ⫱⤌⧊ࡢಟせ

 ࠋࡍ࠶ࡀࡇࡍㄆᐃ࡚ࡋ༢࡞௳

15ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸧ࠋྵ༢ࡓࡋಟᚓ࡚ࡋ⏕༢㸦⛉┠➼ᒚಟࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾Ꮫ㝔ࡢᮏᏛࠊ࠾࡞     ༢

 ࠋࡍ࠶ࡀࡇࡍㄆᐃ࡚࠼㉸
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   ղ ᅾᏛᮇ㛫ࡢ▷⦰ 

        ୖグࡢ༢ㄆᐃࠊᩍ⫱ㄢ⛬୍ࡢ㒊ᒚಟࡓࡋᡤᒓࡍᩍ⫱⤌⧊ࡀㄆࠊࡣࡁ༢ᩘ࣭ಟᚓせࡋ

1ࠊ࡚ࡋ຺ࡢࡑᮇ㛫࣭ᤵᴗෆᐜࡓ ᖺ㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡛ᮏᏛᅾᏛࠋࡍ࠶ࡀࡇࡍ࡞ࡢࡓࡋ 

 

  ճ ⏦ㄳ᪉ἲ 

    ༢ㄆᐃ㸦ཬࡑࡧక࠺ᅾᏛᖺ㝈ࡢ▷⦰㸧ᕼᮃࡍᏛ⏕ࠊࡣධᏛᚋ㏿ࠕ༢ㄆᐃ⏦ㄳ᭩ࠖ➼ᑐᛂ

ᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡛ཷࠊྲྀࡅᮏᏛᏛ㝔ධᏛ๓ࡢᏛ㝔ࡅ࠾ᡂ⦼ド᭩ῧࠊ࡚࠼᪂ධ⏕ࣜࣥࢸ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᥦฟᢸᙜྠ࡛ᥦฟᮇ᪥ࡓࡋ▱ᥖ♧➼࡛࿘ࡧཬࣥࣙࢩ࣮

 

  մ ༢ㄆᐃࡢὀព㡯  

    ධᏛ๓Ꮫ㝔➼࡚࠸࠾ಟᚓࡓࡋ༢ࠊධᏛᚋ␃Ꮫ༢ࡢᏛ㝔࡚࠸࠾ᒚಟࡋಟ

ᚓࡓࡋ༢ࡒࡑࠊࡣ 15 ༢㝈ᗘ࡚ࡋᩍ⫱⤌⧊ࡢಟせ௳࡞༢࡚ࡋㄆᐃࠊࡀࡍ࠶ࡀࡇࡍ

࡚ࡏྜ 20 ༢㉸ࠋࡏࡁ࡛ࡀࡇ࠼ 

 

(9) ୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬ 3ᖺḟ⦅ධᏛ⪅ࡢ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ࡚࠸ࡘ 

    ධᏛᡭ⥆ࡢࡁᥦฟࡓࡉᡂ⦼ド᭩ᇶ࡙ࡁ༢ㄆᐃࡢᡭ⥆ࠊ࡛ࡢࡍ࠸⾜ࡁᨵ࡚⏦ㄳࡍᚲせ࠶ࡣ

࠺⾜㠃᥋ࡇồᥦฟࡢ➼㏵ド᭩ูࠊࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀⅬ࡞ࡓ࠶༢ㄆᐃࠊࡋࡔࡓࠋࡏ

 ࠋࡍ࠶ࡀࡇ

 

(10) ᑐᛂົ⤌⧊ 

ᮏᏛ࡛ࠊࡣᏛ⏕ࡢࡓࡍࢺ࣮ࢧົ⤌⧊࡚ࡋᨭᐊタ⨨ྛࠊࡋ✀㢪ฟࡢᥦฟࠊᒚಟ┦ㄯࠊᤵᴗᩱච

㝖ཬࡧዡᏛ㔠➼ࡢᡭ⥆࡚࠸ࡘࡁᑐᛂࠋࡍ࠸࡚ࡋ 
ྛᩍ⫱⤌⧊ࡢᑐᛂᨭᐊࡣḟࠋࡍ࡛࠾ࡢఱࡣࡁࡓࡗ࠶ᨭᐊࡈ┦ㄯࠋ࠸ࡉࡔࡃ 

 ࠋࡍ࠸࡚ࡋᑐᛂົᐊ࡛ࡢ⧊⤌⫱ᩍྛูࡣᨭᐊࠊࡓ

 

࠙2020 ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅⏝ࠚ 
ᩍ⫱⤌⧊ ᑐᛂᨭᐊ ሙᡤ 

ேᩥ♫ࢫࢿࢪࣅ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

 ேᩥ♫⛉Ꮫ◊✲⩌ 
ேᩥ♫ࣜᨭᐊ 1A Ჷ 3 㝵 

ேᩥ♫ࢫࢿࢪࣅ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

 ⩌✲◊Ꮫ⛉ࢫࢿࢪࣅ

ἲ᭪ᑓᨷ 

ᅜ㝿⤒Ⴀࣝࢼࣙࢩࣇࣟᑓᨷ 

♫ேᏛ㝔➼ᨭᐊ ᮾிࣕࣥࢫࣃ㸦ᩥிᰯ⯋ 3 㝵㸧 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

ᩘ⌮≀㉁⛉Ꮫ◊✲⩌ 
ᩘ⌮≀㉁ࣜᨭᐊ 1A Ჷ 3 㝵 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

 ⩌✲◊ሗᕤᏛࢸࢫࢩ

 ᩍ⫱㝔ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ࣛࢢࣟሗᏛࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃࣥ   

ᨭᐊ 3Aሗࣜࢸࢫࢩ Ჷ 2 㝵 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

⏕ᆅ⌫⛉Ꮫ◊✲⩌ 

ᅜ㝿㐃ᦠᣢ⥆⎔ቃ⛉Ꮫᑓᨷ 

⏕⎔ቃࣜᨭᐊ 2B Ჷ 3 㝵 
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ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

 ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ࡢ௨ୗࡢᏛࣛࢢࣟ㸸 

 ᩍ⫱Ꮫࠊᚰ⌮Ꮫࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫ 

ே㛫ࣜᨭᐊ 2A Ჷ 2 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ࡢ௨ୗࡢᏛࣛࢢࣟ㸸 

࣭࣮ࣥࣗࣄࠊࢫࣥࢧ࣮ࣟࣗࢽ    ࠊᏛ⛉ࢣ

 ࠊయ⫱Ꮫࠊ་Ꮫࢶ࣮ࢫࠊࢫࣝࢡࣜࣃ

య⫱⛉Ꮫࢡࣆ࣭ࣥࣜࢶ࣮ࢫࠊᏛࠊ 

 ࠊᏛࣥࢨࢹࠊⱁ⾡ᏛࠊᏛࢢࣥࢳ࣮ࢥ

ୡ⏺㑇⏘Ꮫ 

 ࠊᅜ㝿㛤ⓎᏛඹྠᑓᨷࢶ࣮ࢫ

Ꮫయ⫱ࢶ࣮ࢫ㧗ᗘඹྠᑓᨷ 

య⫱ⱁ⾡ࣜᨭᐊ 5C Ჷ 2 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

 ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ࡢ௨ୗࡢᏛࣛࢢࣟ㸸 

 ࠊㆤ⛉Ꮫ┳ࠊබ⾗⾨⏕Ꮫࠊ་⛉Ꮫࢸࣥࣟࣇ

་Ꮫ 

་Ꮫ་⒪ࣜᨭᐊ 4A Ჷ 2 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

ᅜ㝿㐃ᦠ㣗ᩱᗣ⛉Ꮫᑓᨷ 

ᅜ㝿㐃ᦠ㣗ᩱᗣ⛉Ꮫᑓᨷ
ົᐊ 

4E Ჷ 6 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

 ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ࡢ௨ୗࡢᏛࣛࢢࣟ㸸 

 ࠊᏛ⛉ࢢࣥࣜࢭࣥࠊࢢࣥࣜࢭࣥ  

 ࠊᏛ⛉ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜ  

 Ꮫࢫࢿࣝࢶ࣮ࢫ

♫ேᏛ㝔➼ᨭᐊ 
ᮾிࣕࣥࢫࣃ㸦ᩥிᰯ⯋ 3

㝵㸧 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

 ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ 

  ሗᏛᏛࣛࢢࣟ 

ᅗ᭩㤋ሗࣜᨭᐊ 7B Ჷ 2 㝵 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

 ⩌✲◊ሗᕤᏛ◊✲⩌࣭⏕ᆅ⌫⛉Ꮫࢸࢫࢩ

ࣛࢢࣟᏛࣥࣙࢩ࣮ࣀࣇࣛ   

 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ 

ࣛࢢࣟᏛࣥࣙࢩ࣮ࣀࣇࣛ  

 ࣛࢢࣟᏛ࣮ࢪࣟࣂ࣮ࣥࣗࣄ

 

 ᩍ⫱㝔ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

 ࣛࢢࣟᏛࢫࢡࢽ࣮ࣗࣄ 

ᩍ⫱㝔ົᐊ ⥲ྜ◊✲Ჷࣝࣂ࣮ࣟࢢ A 7 㝵 

 

࠙2019 ᖺᗘ௨๓ධᏛ⪅⏝ࠚ 
ᩍ⫱⤌⧊ ᑐᛂᨭᐊ ሙᡤ 

ᩍ⫱◊✲⛉ ே㛫ࣜᨭᐊ 2A Ჷ 2 㝵 

ேᩥ♫⛉Ꮫ◊✲⛉ ேᩥ♫ࣜᨭᐊ 1A Ჷ 3 㝵 

⯋㸦ᩥிᰯࢫࣃᏛ◊✲⛉ ♫ேᏛ㝔➼ᨭᐊ ᮾிࣕࣥ⛉ࢫࢿࢪࣅ 3 㝵㸧 

ᩘ⌮≀㉁⛉Ꮫ◊✲⛉ ᩘ⌮≀㉁ࣜᨭᐊ 1A Ჷ 3 㝵 

 ⛉✲◊ሗᕤᏛࢸࢫࢩ

 ᩍ⫱㝔ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ࣛࢢࣟሗᏛࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃࣥ   

ᨭᐊ 3Aሗࣜࢸࢫࢩ Ჷ 2 㝵 
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⏕⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲⛉ ⏕⎔ቃࣜᨭᐊ 2B Ჷ 3 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 

 ᩍ⫱Ꮫᑓᨷࠊᚰ⌮ᑓᨷࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫᑓᨷࠊ 

ᩍ⫱ᇶ♏ᏛᑓᨷࠊᏛᰯᩍ⫱Ꮫᑓᨷࠊ 

ᚰ⌮Ꮫᑓᨷࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫᑓᨷ 

ே㛫ࣜᨭᐊ 2A Ჷ 2 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 

ⱁ⾡ᑓᨷࠊୡ⏺㑇⏘ᑓᨷࠊ 

ឤᛶㄆ▱⬻⛉Ꮫᑓᨷࠊయ⫱Ꮫᑓᨷࠊ 

 ࠊᏛᑓᨷ⛉ࢣ࣭࣮ࣥࣗࣄ

 ࠊయ⫱⛉Ꮫᑓᨷࠊ་Ꮫᑓᨷࢶ࣮ࢫ

 ࠊᏛᑓᨷࢢࣥࢳ࣮ࢥ

ୡ⏺ᩥ㑇⏘Ꮫᑓᨷࠊ 

 ࠊᅜ㝿㛤ⓎᏛඹྠᑓᨷࢶ࣮ࢫ

Ꮫయ⫱ࢶ࣮ࢫ㧗ᗘඹྠᑓᨷ 

య⫱ⱁ⾡ࣜᨭᐊ 5C Ჷ 2 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 

┳ㆤ⛉Ꮫᑓᨷࢸࣥࣟࣇࠊ་⛉Ꮫᑓᨷࠊ 

⏕ࢸࢫࢩ་Ꮫᑓᨷࠊ 

ᝈไᚚ་Ꮫᑓᨷ 

་Ꮫ་⒪ࣜᨭᐊ 4A Ჷ 2 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 

ᅜ㝿㐃ᦠ㣗ᩱᗣ⛉Ꮫᑓᨷ 

ᅜ㝿㐃ᦠ㣗ᩱᗣ⛉Ꮫᑓᨷ
ົᐊ 

4E Ჷ 6 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 

  ⏕ᾭⓎ㐩ᑓᨷࢶ࣮ࢫࠊᗣࢸࢫࢩ  ࣭

 ᾭⓎ㐩⛉Ꮫᑓᨷ⏕ࠊᑓᨷࢺ࣓ࣥࢪࢿ

♫ேᏛ㝔➼ᨭᐊ ᮾிࣕࣥࢫࣃ㸦ᩥிᰯ⯋ 3 㝵㸧 

ᅗ᭩㤋ሗ࣓ࢹ◊✲⛉ ᅗ᭩㤋ሗࣜᨭᐊ 7B Ჷ 2 㝵 

 ᩍ⫱㝔ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ࣛࢢࣟᏛ࣮ࢪࣟࣂ࣮ࣥࣗࣄ   

ࣛࢢࣟᏛࣥࣙࢩ࣮ࣀࣇࣛ  

 ࣛࢢࣟᏛࢫࢡࢽ࣮ࣗࣄ

 

 

 ᩍ⫱㝔ົᐊࣝࣂ࣮ࣟࢢ

 

 

⥲ྜ◊✲Ჷ A 7 㝵 

 
(11) ᩍᐊ⾲♧ 
    ⛉┠୍ぴ࡚࠸࠾ᩍᐊࡣḟࡢࠋࡍ࠸࡚ࡉ♧⾲࡛ྕ␎࠺ࡢヲ⣽࡞ᩍᐊ୍ぴูࡣ⣬ཧ↷ࡔࡃ࡚ࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏྜ࠸ၥ࠾➼ᑐᛂᨭᐊࡣⅬ࡞ࠋ࠸ࡉ

ᩍᐊྡ㸦᪥ᮏㄒ⾲グ㸧 ᩍᐊྡ㸦ⱥㄒ⾲グ㸧 Ჷྡ࣭㝵 

1D201 1D201 1D Ჷ 2 㝵 201 ᐊ 

4A204 4A204 4A Ჷ 2 㝵 204 ᐊ 

5C412 5C412 5C Ჷ 4 㝵 412 ᐊ 

7A203 7A203 7A Ჷ 2 㝵 203 ᐊ 

8A106 8A106 ᩥ⛉⣔ಟኈᲷ 106 ᐊ 

⥲ྜ A111 2Z111 ⥲ྜ◊✲Ჷ A 1 㝵 111 ᐊ 

⥲ྜ B110-1 3Z110-1 ⥲ྜ◊✲Ჷ B 1 㝵 110 ᐊ 

ே♫ A201 8E201 ேᩥ♫Ꮫ⣔Ჷ A 2 㝵 208 ᐊ 

⮬↛ B215 1K215 ⮬↛⣔Ꮫ⣔ B Ჷ 2 㝵 215 ᐊ 

⌮⛉⣔ B107 B107 Nat. SCi. ⌮⛉⣔ B Ჷ 1 㝵 107 ᐊ 

ே㛫 A202 8C202 ே㛫⣔Ꮫ⣔ A Ჷ 2 㝵 202 ᐊ 
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㸦12㸧TWINSࡢ⏝࡚ࡗࡓ࠶  Use of TWINS 
 

TWINS(ࡎ࠸ࡘ)ࠊࡣṇᘧྡ⛠ࠕTsukuba Web-based Information Network Systemࠖゝࠊ࠸⟃ἼᏛࡢᩍ⫱ሗࢫࢩ

 ࠋࡍ࠸⾜࡛ࢸࢫࢩࡢࡇࠊࡣᡂ⦼☜ㄆᒚಟⓏ㘓ࡢ┠⛉ࠋࡍ࡛⛠ឡࡢࢸ

TWINS is a nickname of the educational information system of the University of Tsukuba. Its official name is “Tsukuba Web-based 

Information Network System”. Students can register courses and confirm their academic assessment via this system.  

 

 ᪉ἲ  How to loginࡢࣥࢢࣟە

TWINSࠊࡣWeb࡛ࢨࣛ௨ୗࡢURLࠋࡍࡋࢫࢭࢡ᪥ᮏㄒ㸪ⱥㄒࡢ㑅ᢥࠋࡍࡋ 

You can access to TWINS via Web browser: You can choose the Japanese Pages or the English Pages. 

https://twins.tsukuba.ac.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グ㍕ࢻ࣮ࠖࢻ࣮࣡ࢫࣃᮇึࢸࢫࢩㄆド୍⤫ࠕ࠸࡚ࡋ㓄ධᏛࠊࡣࢻ࣮࣡ࢫࣃࠋࡍ࡛ࠖྕ␒Ꮫ⡠ࠕࡣྡࢨ࣮ࣘ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡉ

Your username to login is the same as your student ID number and your initial password is written on the card “Unified Authentication 

System Password” which has been distributed to you. 

 .How to access to the user’s manual for TWINS  ࢫࢭࢡࡢࣝࣗࢽ⏝TWINSە

ࣟࠊࡣࣝࣗࢽ 㸦⟃Ἴࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࡕࡑࡣヲ⣽ࡢ᪉࠸ࠊ࡛ࡢࡍ࠶࡚ࡋࢡ࣮ࣥࣜࣗࢽ㒊࣓ୖࡢᚋࣥࢢ

Ꮫࢪ࣮࣮ࡢෆࠕᅾᏛ⏕ࡢ᪉ࡍࡋື⛣ࢪ࣮ࡢࠖ㸧 

You can find the user’s manual for TWINS from “Manual” button on the menu bar for details. (When you click the “Manual”, it jumps 

to the university home page “Current students”.)  

 

 

 ࢸࢫࢩWebᥖ♧ᯈە 

 ࠖ♧ᥖࠕࡢ㒊ୖࢪ࣮

                                             ࢸࢫࢩWebᥖ♧ᯈࠊࣥࢱ                                                                             

                                                                             㸦TIPS㸧ࠋࡍࡁ࡛ື⛣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 For more information about TWINS  ࡏྜ࠸ၥࡍ㛵TWINSە

TWINSࢸࢫࢩࡢ㛵ࡍ㉁ၥ➼ࠊࡣqa.twins@un.tsukuba.ac.jp࠾࣮࣓ࣝᐤࠊ࠾࡞ ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏᒚಟ⏦ㄳᡂ⦼ࡢෆ

ᐜࡣ࡚࠸ࡘᨭᐊᩍົᢸᙜࡈ┦ㄯࠋ࠸ࡉࡔࡃ 

We would like to get your feedback and inquiries at qa.twins@un.tsukuba.ac.jp. Please contact to academic service office regarding 

Subject register and academic records. 

 

Web bulletin board system 

 You can go to Web bulletin board 

system (TIPS) from “bulletin 

board” button. 
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 ᴫ␎  Outline of the course registration by TWINSࡢᒚಟ⏦ㄳTWINSە

 ࠋࡍࡋ㑅ᢥ[ᒚಟⓏ㘓࣭Ⓩ㘓≧ἣ↷] ࠊ࡚ࡋ㑅ᢥ[ᒚಟ]࣮ࣗࢽ࣓

From the Menu, choose the “Course”, and 

then click on the “Course registration, 

Registration status” which is following the 

sub menu. 

ձ 㛤ࡀࢱ࠸࡚࠸Ⓩ㘓ࣔࡢ┠⛉ࡍ

ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆ☜࠸࡚ࡗྜ࣮ࣝࣗࢪ

ࠋ࠸
Check the tab if it is appropriate module for 

the subject that you are registering. 

ղ ᭙᪥࣭㝈ࡀᐃࡢ┠⛉࠸࡚ࡗⓏ㘓

㛤タ᭙᪥࣭ࡢ┠⛉ࡢࡑ㸪ࡣ 㝈ࠕࡢᮍⓏ㘓ࠖ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࣜࢡᏐᩥࡢ
Click “None” button for the module, day, and 

period of the course you want to register. 

ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫እࠕࡣᮍⓏ㘓 ࢡࣜࢡࠖ

ࠋࡏࡇ㉳ఱ࡚ࡋ
Even if you click on “None” before or after the 

register period, nothing happens. 

ճ ᭙᪥࣭㝈ࡀᐃ࠸࡞࡚ࡗ⛉┠㸦㞟୰

ㅮ⩏㸧ࠊ㏻ᖖࡢᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫እ┠⛉Ⓩ㘓ࠊࡣࡁࡍ[㞟୰/ࡢࡑࡢ⛉┠Ⓩ㘓]ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࣜࢡࣥࢱ 

If and when registering for courses which are intensive or out of the given period of the registration, click on the “Register for intensive 

courses”. 

ᕥࡢ⏬㠃࡛ࠊᒚಟ⏦ㄳ[ྕ␒┠⛉]ࡢ┠⛉ࡍධຊࡋ[Ⓩ㘓]ࣥࢱ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࣜࢡ
On this left screen, enter the course code and click “Register” button. 

ࡇ࠸࡚ࡉ♧⾲ࡀ┠⛉Ⓩ㘓᭙᪥࣭㝈ᯟࠊᡠ㠃⏬ࡢୖ

࡞㞟୰ᤵᴗࠕ࠶㸪⏬㠃ୗ㒊ࡣ࡚࠸ࡘ⩏㞟୰ㅮࠋࡍࡋㄆ☜

ࠋࡍ࠸࡚ࡉ♧⾲ḍࠖ
When the registration is completed, confirm the subject is displayed in a 

column of the day and that of the period. 

Regarding the “Intensive course”, the result is seen at the bottom of the 

screen. 

մ ⛉┠␒ྕࡀศ࠸࡞ሙྜࠊࡣ[⛉┠␒ྕ᳨⣴]ࡍࢡࣜࢡ

᳨⣴ࡍࠋࡍࡁ࡛ࡀ
If you don’t know the course code, click the link “Course search”. 

⛉┠᳨⣴᳨࡛ࠊࡣ ⣴᮲௳タ

ᐃ⏬㠃ࠋࡍ⌧ࡀ㐺ᐅࠊ㑅

ᢥ᮲௳ࡈ࡚ࡏྜ⤌

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ⏝
On the “Course Search”, search 

condition menus are come out. 

Please set a subject along with 

appropriate combinations. 

ὀពⅬࡢ⣴᮲௳ᣦᐃ᳨ۻ
Attention to Search Condition 

1. ᢸᙜᩍဨࡣࡓ㛤ㅮᮇ

⛉㛤タᤵᴗࠊࡣ┠⛉ࡢᮍᐃࡀ

┠୍ぴᥖ㍕ࠊ࡚࠸࡚ࡉ

TWINS᳨࡛ࡣ⣴⤖ᯝ⾲

 ࠋࡍ࡞࠺ࡁᒚಟ⏦ㄳ࡛ࡉⓏ㘓TWINSࠊỴᐃᚋࡢᢸᙜᩍဨ࣭㛤ㅮᮇࠋࡏࡉ♧

2. 㛤タᡤᒓࡣᏛ⩌࣮ࢱࣥࢭᣦᐃࠋࡍࡋᏛ㢮ᑓᨷ⤠㎸ࠋࡏࡁ࡛ࡣ

㛤タᡤᒓ࠸࡞ุࡀሙྜࠕࠊࡣᣦ♧ࠖࡋ࡞ኚ᭦᳨࡚ࡋ⣴ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ┤

3. タ⨨༊ศࠊ㛤タᡤᒓࠊᏛᮇࠊ᭙᪥ࠊ㝈ࠊᶆ‽ᒚಟᖺḟࠊࡀ⮬㌟ࡢᡤᒓᖺḟ࡞⮬ື࡛タᐃࠋࡍ࠸࡚ࡉᚲせ

ᛂ࡚ࡌኚ᭦ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

1. Some courses, the class supervisor / the instructor or the semesters are yet to be determined, which exist on a course list as a designated

subject. Those courses are, however, not recorded on TWINS, thus the screen does not reflect on the search results at that time. In that

case, the course registration is available after the pending conditions (such as the class supervisor/ the instructor or the semester) are

settled.

2. The Course Affiliation is assigned to the school or the center. Narrowing the target by the college or the major is not possible for the 

search.

ձ 

ղ 

ճ 

ճ 
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3. “Setup Category”, “Course Affiliation”, “Term”, “Day”, “Period” and “Regular year level of course” are automatically set according 

to your enrolment school year or the other information. Thus, please change the items in case of the needs. 

 

[᳨⣴]ࠊࡍࢡࣜࢡࣥࢱḟࡢᵝ᳨⣴⤖ᯝ୍ࡢぴࡢࡑࠋࡍࡉ♧⾲ࡀ୰ᒚಟྡ┠⛉ࡍ㑅ᢥࠊࡍඖ

 ࠋࡍ࡛ࡌྠࡓࡋ᥋ධຊ┤ྕ␒┠⛉ࡣ௨㝆ࠋࡍ࠸࡚ࡉධຊࡀྕ␒┠⛉ࡢ┠⛉ᙜヱࠊᡠ㠃⏬ࡢ

When you click the search button, a list for 

course search is appeared as you can see on 

your left hand side. Choose an intended 

subject, then the screen comes back to the 

original (see the chart below) with the 

course code. 

After the above operation, conduct the 

same procedure as you directly input the 

code. 

 

 

 

 

 ࠋࡍࡋ♧Ⓩ㘓⤖ᯝࡢᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫ᚋྑ

Course registration result: 

A screen shown on your right hand side is an 

example of a course registration result after the due 

date.  

 

ᒚಟ⏦ㄳྲྀᾘࡍሙྜࡣ㸪㛫ᙧᘧ࡛⾲

ࣜࢡྕ␒┠⛉ࡢ┠⛉῭Ⓩ㘓࠸࡚ࡉ♧

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡ

๐㝖☜ㄆ⏬㠃ࠊ࡛ࡢ⌧ࡀෆᐜ☜ㄆ࡚ࡋ

[๐㝖]ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࣜࢡࣥࢱ 

In the case where you cancel a course registration, 

click on the “Course Code” on a class schedule table 

you’ve already input at the moment. 

Once the confirmation screen appears, click on 

“Delete” to cancel the registration. 

 

ᒚಟ⛉┠ࡢ㏣ຍ࣭๐㝖ࡢ┠⛉ࡢࡑࠊࡣᒚಟ⏦

ㄳᮇ㛫ෆ࡛ࠊࡤ࠶ఱᗘ࡛ࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜

 ࠋࡍ

Additions and deletions of your courses can be 

performed repeatedly within a period of the course 

registration. 

 

Ⓩ㘓⛉┠ࡢⰍࡢ㐪ࠊࡣ࠸㯤Ⰽࡣ┠⛉ࡢ༢୍ࣔ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡋ⾲ࡇ࠶࡛┠⛉ࡢ㛤ㅮ࣮ࣝࣗࢪࣔᩘ「ࡣ┠⛉ࡢⰍࢪࣥࣞࠊࡋ⾲ࡇ࠶࡛┠⛉㛤ㅮ࣮ࣝࣗࢪ

Color coding for the registration subjects:  Yellow: Single module / Orange: Multiple modules 

 

 About pre-registration by TWINS  ࡚࠸ࡘ๓Ⓩ㘓TWINSە

ูๅ࡚๓Ⓩ㘓࣭ཷㅮㄪᩚࡢ࡚࠸ࡘㄝ࣮ࣜࢺࣞࣇ㓄ᕸࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡋཧ↷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

Regarding Pre-Registration / Course Registration Adjustment, please refer to the leaflet we have distributed to explain that. 

 

 

 

 

 

 

014



 Issuance of Certification  ࡚࠸ࡘ⾜Ⓨࡢド᭩ە

TWINSྛࠊࡣ✀ド᭩ᥦ౪ࠋࡍ࠸࡚ࡋᏛドࠊᅾᏛド᭩ࠊᡂ⦼ド᭩ࠊᗣデ᩿᭩㸪༞ᴗぢ㎸ド᭩➼࡛ࠋࡍ 

ᅾᏛ⏕ࠊࡣᏛෆྛᡤタ⨨࠶࡚ࡋド᭩⮬ືⓎ⾜ᶵ⏝࡛ࠋࡍࡁド᭩ࠊࡣⓙࡉ⮬㌟࡛࡚ࣟࡋࣥࢢⓎ⾜ࡋ

࣮ࢱࣥࢭⳢᖹ㧗ཎᐇ㦂ࠊ࣮ࢱࣥࢭୗ⏣⮫ᾏᐇ㦂ࠊᏛ㤋ࠊࢨࣛࢺࣥࢹ࣮ࣗࢳࢫࠊᨭᐊྛࠊࡣタ⨨ሙᡤࡢⓎ⾜ᶵࠋࡍ

 ࠋࡍࡁ࡛⾜ⓎࡢࡌྠⓎ⾜ᶵ࡛ࡢࠊࡀࡍ࠶ࡀ࠸㐪㛫ື✌タ⨨ሙᡤẖࠊ࡛

TWINS provides various certificates such as Student discount certificate, Certificate of Enrollment, Transcript of Academic Record, 

Health Certificate and Certificate of Expected Graduation. When the current student needs to obtain the certificates, please operate an 

“Automatic Certificate Issuing Machine” by yourself. The machines are placed on the campus.  

 

Issuing machines: 

The setting places of the machines are Academic Service Offices, Student Plaza, University Hall, Shimoda Marine Research Center 

and Sugadaira Montane Research Center. The operation-hour of the machines is different in each setting place, but available form of the 

certificates is the same. 

 

ド᭩⮬ືⓎ⾜ᶵࡢタ⨨ሙᡤ The installation locations of issuing machines. 

タ⨨ሙᡤ ᶆ‽ࡢ⏝㛫 ⣬ษࡢ➼ၥࡏྜ࠸ 

The installation location Operating time Contact for out of paper and so on 

 3AᲷ2㝵 ᨭᐊෆ 3ࣜ➨

᭶᭙㹼㔠᭙ 
Monday - Friday 

9:00㹼17:00 

 ᨭᐊ Ꮫ⩌ᩍົሗࣜࢸࢫࢩ

In the Academic service office (3A, 2F), Dai-san area. Undergraduate courses educational affairs, 

Academic Service Office for the Systems and 

Information Engineering Area. 

 ᨭᐊ Ꮫ⏕ᨭ2BᲷ3㝵 ᨭᐊෆ ⏕⎔ቃࣜ 2ࣜ➨

In the Academic service office (2B, 3F), Dai-ni area. Student affairs, Academic Service Office for the 

Life and Environmental Sciences Area. 

 ᨭᐊ Ꮫ⩌ᩍົே㛫ࣜ ࢫ࣮ࢫᨭᐊ๓2CᲷ4㝵 ே㛫ࣜ 2ࣜ➨

The space in front of the Office for Human Sciences Area. (2C 

4F), Dai-ni area. 

Undergraduate courses educational affairs, 

Academic Service Office for the Human Sciences 

Area. 

 ᨭᐊ Ꮫ⩌ᩍົ1AᲷ3㝵 ᨭᐊෆ ேᩥ♫ࣜ 1ࣜ➨

In the Academic service office (1A, 3F), Dai-ichi area. Undergraduate  courses educational affairs, 

Academic Service Office for the Humanities and 

Social Sciences Area. 

ࣥࣛࢺࣥ ࢨࣛࢺࣥࢹ࣮ࣗࢳࢫ 1DᲷ2㝵 1ࣜ➨
 ࣮ࣝࢫ

᭶᭙㹼㔠᭙ 
Monday – Friday 

9:00㹼21:00 

Ꮫ⏕⏕άㄢ Ꮫ⏕⏬࣮ࢳ 

Entrance hall, Student Plaza (1D, 2F), Dai-ichi area. Students planning section, Division of Student 

Welfare. 

Ꮫ㤋ࣜ9 PᲷ2㝵 ົᐊෆ 

᭶᭙㹼㔠᭙ 
Monday - Friday 

9:00㹼17:00 

Ꮫ⏕ὶㄢ (1A101) 

In the office of bild. 9P 2nd floor, Daigaku-kaikan area Division of Student Exchange, Department of 

Student Affairs. 

యⱁࣜ5 CᲷ2㝵 ᨭᐊෆ య⫱ⱁ⾡ࣜᨭᐊ Ꮫ⏕ᨭ 

In the Academic service office (5C, 2F), Tai-gei area. Student affairs, Academic Service Office for the 

Art and Sport Sciences Area. 

་Ꮫ་⒪ࣜ4 AᲷ2㝵 ࣮ࣥࣝࢫࣥࣛࢺ ་Ꮫ་⒪ࣜᨭᐊ Ꮫ⏕ᨭᢸᙜ 

Entrance hall In bild. 4A 2nd floor, Igaku-iryou area. Student Support, Academic Service Office for the 

Medical Sciences Area 

᪥ࣜ7 BᲷ2㝵 Ꮫ⏕ᨭᐊෆ ᅗ᭩㤋ሗࣜᨭᐊ Ꮫ⏕ᨭಀ 

In the Student Support Section (7B, 2F), Kasuga area. Student Support Section, the Academic Service 

Office for the Library, Information and Media 

Studies Area. 

ᮾிࣕࣥࢫࣃ ᩥிᰯ⯋3㝵334 ♫ேᏛ㝔➼ᨭ
ᐊෆ 

In the Academic service office for the Business Sciences Area 

(3F #334), Tokyo Campus. 

ⅆ᭙㹼㔠᭙ 

Tuesday - Friday 

10:00㹼21:10 

ᅵ᭙  Saturday 

10:00㹼20:00 

᭶᭙  Monday 

10:00㹼18:30 

♫ேᏛ㝔➼ᨭᐊ ᩍົᢸᙜ 

Academic Service Office for the Business 

Sciences Area. 

  
  

ୗ⏣⮫ᾏᐇ㦂࣮ࢱࣥࢭ ➨୍◊✲Ჷ1㝵 ົᐊෆ 

᭶᭙㹼㔠᭙ 
Monday - Friday 

9:00㹼17:00 

ୗ⏣⮫ᾏᐇ㦂࣮ࢱࣥࢭ ົಀ 

In the office, Dai-ichi-kenkyut-tou (1F), Shimoda Marine 

Research Center. 

Office for the Shimoda Marine Research Center. 

Ⳣᖹ㧗ཎᐇ㦂࣮ࢱࣥࢭ ົᐊෆ Ⳣᖹ㧗ཎᐇ㦂࣮ࢱࣥࢭ ົᐊ 

In the office, Sugadaira Montane Research Center. Office for the Sugadaira Montane Research 

Center. 
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㸦13㸧ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࣝࣗࢽࢸࢫࢩ㸦Ꮫ⏕⏝㸧 
Curriculum Scheduling Support System Manual (For Students) 

 

1. ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࡣࢸࢫࢩ 

ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࢸࢫࢩ (KdB) ࡣ⟃ἼᏛ࡛㛤ㅮࡉᤵᴗ⛉┠ࡢሗ⟶⌮࣭බ⾲ࢱ࣮ࢹࡍ

ࡈᖺᗘ࣭ࡈ⧊⤌⫱ᩍࡣ௨๓ࠊࡣ➼ሗࡢ┠⛉ᤵᴗࠋࡍ࡛ࢫ࣮ Excel ࡛సᡂࠊࡋ༳ๅ≀࡚ࡋ㓄

ᕸྛࠊࡓࡋᏛ⩌➼࡛ࢪ࣮࣮ࡢබ㛤୍ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡉ࡞ࡍࡓࡋయ࡚ࡋࢫ࣮ࢱ࣮ࢹࡢ

බ㛤୍ࡢࢱ࣮ࢹࠊ࡛ࡇࡍ㈏ᛶ᭦᪂ᛶ㧗ࡇ┠ᣦࠋࡍ࠸࡚ࡋ 

Web ࡚ࡋ㉳ືࢨࣛ https://kdb.tsukuba.ac.jp ࣛ࠸࡚ࡋࢺ࣮ࢧࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢫࢭࢡ

 ࠋࡍ࡛ࣥࣙࢪ࣮ࣂ࣮ࣕࢪ࣓ࡢ๓ࡘ୍∧᪂᭱ྛࡢ IE/Firefox/Chrome/Safari ࡣࢨ
 
᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒࡢ⾲♧ษ࠼ 

ⱥㄒ⾲グࡍᢲࣥࢱ[English]ࡢ㠃ྑୖ⏬ࠊࡀࡍ᪥ᮏㄒ⾲グ࡛ࡣᶆ‽⏬㠃ࡢᚋ┤ࢫࢭࢡ

ኚࠋࡍ 

 
1. What is the Curriculum Scheduling Support System  

The Curriculum Scheduling Support System (KdB) is a database that manages/publishes information 

regarding courses offered at the University of Tsukuba. As of now, it has been created in excel by each 

educational organization every academic year and distributed in print, however we are striving to integrate the 

databases to enhance the consistency and renewability of the data.  

Please launch a web browser and access https://kdb.tsukuba.ac.jp. Supported browsers are the latest and 

second latest versions of Internet Explorer/Firefox/Google Chrome/Safari.  

Switching Displayed Languages between Japanese/English 
  When you first access the website the page will be displayed in Japanese, but you can select the [English] at the 

top right of the screen to change to English.  

 

 ࢻ࣮ࣟࣥࢲࡢぴ୍┠⛉⣴᳨ࡢ┠⛉ .2

⛉┠᳨⣴ 

᳨ࠊࡣ࠺⾜⣴᳨ࡢ┠⛉ ⣴᮲௳ᣦᐃ᳨ࠕࠊࡋ⣴ࠖ  ࠊࡣ௳⣴᮲᳨ࡁᣦᐃ࡛ࠋࡍࡋࢡࣜࢡࣥࢱ

ձ ᖺᗘ㸦ᣦᐃᚲ㡲㸧 

ղ Ꮫᮇ㸦㒊ศ୍⮴㸹ᣦᐃ࣮ࣝࣗࢪࣔࡓࡋ㛤ㅮᮇࡍࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ྵ㸧 

ճ ᭙᪥㸦㒊ศ୍⮴㸹ᣦᐃࡓࡋ᭙᪥㛤ㅮ᭙᪥ࡍࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ྵ㸧 

մ 㝈㸦㒊ศ୍⮴㸹ᣦᐃࡓࡋ㝈㛤ㅮ㝈ࡍࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ྵ㸧 

յ ᩍᐊ㸦ᣦᐃࡓࡋᩍᐊ࡛ᐇࡍࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡍ㸧 

ն ࢢࣟࢱࢫ࣮ࢥ㸦㑅ᢥࡢ┠⛉ࡓࡋᒓࡍࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡍ㸧 

շ ᳨࣮࣮࣡ࢻ⣴㸦ධຊࡍࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡍ⮴ྜࢻ࣮࣮࣡ࡓࡋ㸧 

ո ࢫࢡࢡࢳ 

 㸧ࢡࢳሙྜࡍ♧⾲࡚ྵሗࢫࣂࣛࢩ㸦ᴫせ࣭ྵࢫࣂࣛࢩᴫせ࣭ڧ 

 㸧ࢡࢳࡣሙྜࡍ♧⾲┠⛉࠺⾜ⱥㄒ࡛ᐇ㸦ⱥㄒ࡛ᤵᴗڧ 

 㸧ࢡࢳሙྜࡍ♧⾲┠⛉࡞⬟ㄳྍ⏦ࡀ⏕ᒚಟ⏕ᑐ㇟㸦⛉┠➼ᒚಟ➼┠⛉ڧ 

016

https://kdb.tsukuba.ac.jp/
https://kdb.tsukuba.ac.jp/


 㸧ࢡࢳሙྜࡍ♧⾲┠⛉࡞⬟ㄳྍ⏦ࡀ⏕ᮇ␃Ꮫ⏕ᑐ㇟㸦▷ᮇ␃Ꮫ▷ڧ 

 㸧ࢡࢳሙྜࡍ♧⾲ࡢ┠⛉ࡍ㛤タ㸦ᙜヱᖺᗘࡃ㝖┠⛉࠸࡞ࡋᙜヱᖺᗘ㛤ㅮڧ 

ࡢ 8 ✀㢮࡛ࡍ㸦ᅗ 1㸧1ࠋ ⛉ࡍࡓ‶௳᮲ࡢ࡚ࠊࡍࢡࣜࢡࣥࢱ⣴᳨࡚ࡋᣦᐃ௳᮲ࡢ௨ୖࡘ

㸦ᅗࡍࡉ♧⾲ࡀࡅࡔ┠ 2㸧ࠋ 

 

2. Course Searches and Downloading the Course List 
Course Search 
By specifying the search criteria and clicking the “Search” button, the relevant courses will be displayed.  

You can refine your search through the following 8 criteria. (Figure 1) 

ձ Academic year (specification is required) 

ղ Term/Module (partial match; courses that are offered within the specified module will be displayed) 

ճ Day (partial match; courses that are offered within the specified day of the week will be displayed) 

մ Period (partial match; courses that are offered within the specified time period will be displayed) 

յ Classroom (Courses held in the specified classroom will be displayed) 

ն Course catalogue (Courses belonging to the specified group will be displayed) 

շ Keyword Search (Courses that match with the keyword will be displayed) 

ո Checkbox 

� ᴫせ࣭ྵࢫࣂࣛࢩ”Include outline࣭syllabus” (check if you want to display the outline 

and the syllabus information) 

� ⱥㄒ࡛ᐇ”Conducted in English” (check if you want to display the Conducted in English ) 

� ⛉┠➼ᒚಟ⏕ᑐ㇟”For Credited Auditors” (check if you want to display the courses that 

allows Credited Auditors to apply) 

� ▷ᮇ␃Ꮫ⏕ᑐ㇟” Courses open to Exchange student” (check if you want to display the Courses 

open to Exchange student to apply) 

� Except for the courses that will not be opened in the Academic Year㸦Put a check if you want to 

display only the courses that will be opened in the Academic Year.㸧 

If you specify more than one criterion and hit the search button, only the courses that meet all of the specified 

criteria will be displayed. (Figure 2) To be able to create a timetable at the same time, a timetable tab for each 

module will be added at the upper middle section of the screen, and on the right side of the screen, an overview 

timetable will be displayed. 

    

 

 

 

 

 

ᅗ 1 ᳨⣴ࡢ⏬㠃 

Figure 1 The Search Screen 

 

ձ 
ղ ճ մ 

յ 
ն 

շ 

ո 
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⛉┠᳨⣴ 

ࠊࡀࡏ࠶ࡣᚲせࡢస᧯ࡣ㏻ᖖࠋࡍ࠸࡚ࡉධຊࡀᖺᗘࡢᅾ⌧࡚ࡋᮇ್ึࡣᖺᗘࠖḍࠕ (1

ᖺᗘࡢධຊࡣᚲ㡲࡛ࠊ࠶」ᩘᖺᗘ᳨ࡀࡓ⣴ࠋࡏࡁ࡛ࡣࡇࡍ 

ࡍࢡࣜࢡᏛᮇࠖࠕࡤ࠼ࡓࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㑅ᢥ࣮ࣗࢽ࣓ࣥࢲࣝ௳⣴᮲᳨ࡢࡢࡑ (2

ࠕ㸦࣮ࣝࣗࢪࣔ࠸ࡓࡋ௳᮲ࠊ࡛ࡢࡉ♧⾲ࡀࢺࢫࣜࣥࢲࣝࡢᏛᮇࠊ Aࠖ࡞㸧㑅ᢥࡋ

ࡋ♧⾲ࠊ࡛ࡢࡉ♧⾲㝵ᒙⓗࡀࡋぢฟࡍᙜ┦ḟ┠ࡢ➼ぴ୍┠⛉ࡣࠖࢢࣟࢱࢫ࣮ࢥࠕࠋࡍ

♧⾲ࡀ㝵ᒙࡢḟࡢࡋぢฟࡍࢡࣜࢡࣥࢥࡢゅ୕ྑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࣜࢡࡋぢฟ࠸ࡓ

  ࠋࡍࡋࢡࣜࢡࣥࢱࠖࣜࢡࠕࡢୗྑࠊࡣ㝿ࡍゎ㝖௳⣴᮲᳨ࠋࡍࡉ

 ࠋࡍࡋࢡࣜࢡࣥࢱ⣴᳨ࠖࠕ (3

 
1. To search for a course held at a given year, place your cursor over the “year” column and enter the year. 

However, since the initial value in the column will be the current year, usually this step is not necessary. There 

must be a year in that column and it cannot perform searches across multiple years.  

2. Please select other search criteria with the pull-down menu. For instance, if you click on the “semester 

selection”, a pull-down list will be displayed and you can select the desired module (such as “Spring A”). For 

the requisite, headings that correspond to the subject list’s table of contents will be displayed hierarchically. If 

you click on the triangle on the right, the next hierarchy of headings will be displayed. When you want to 

cancel a search criterion, click on the “Clear” button at the lower right of the screen. 

3. Click on the “Search” button. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 2 ᳨⣴ᐇ⾜ᚋࡢ⏬㠃 

Figure 2 Search Results Screen 
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⛉┠୍ぴࢻ࣮ࣟࣥࢲࡢ 

1) ⏬㠃୰ኸୗ㒊ࠕࡢ⛉┠୍ぴࣝࣇᙧᘧࠖ EXCEL ᙧᘧ㸦Office Open XML ᙧᘧࠋ௨ୗࠊXLSX

ᙧᘧ㸧 CSV ᙧᘧࡎ࠸ࡢ㑅ᢥࠋࡍࡋCSV ᙧᘧࡣ Shift JIS ࡢ㒊୍ࠊ࡛ࡢࡉಖᏑ࡛ࢻ࣮ࢥ

ேྡ➼ࡀṇ࠸࡞ࡁ࡛♧⾲ࡃࡋሙྜࠋࡍ࠶ࡀ 

 ࠋࡍࡋࢡࣜࢡࣥࢱࠖࢻ࣮ࣟࣥࢲぴ୍┠⛉ࠕ (2

kdb_yyyymmddhhmmss.csvࠖࠕࡣࡓᖺ᭶᪥ศ⛊㸧ࡣkdb_yyyymmddhhmmss.xlsx㸦ࠖyy…ssࠕࡀࢨࣛ (3

ಖᏑࠕࠊࡣ࡚ࡗࢨࣛࠋࡍࡋࢻ࣮ࣟࣥࢲぴ୍┠⛉ࡢ୰♧⾲࡛ྡࣝࣇ࠺࠸ ࠊࠖࡍ

 ࠋࡍࡋⅬ࡛㑅ᢥࡢࡇࠖࡃ㛤ࠕ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜ

 

Downloading the Course List 

1. Select either CSV format or EXCEL format (XLSX format of Office Open XML) from the course list from 

the lower center of the screen. Since the CSV format is stored in a Shift JIS code, there may be times where a 

person’s name cannot be displayed correctly.  

2. Click the “Download Course List” button. 

3. The browser will download the course list with the file name “kdb_yyyymmddhhmmss.xlsx” or 

“kdb_yyyymmddhhmmss.csv” (yy…ss being the year, month, day, hour, minute, second). Depending on the 

browser, it should give you an option to “save” or “open” the file at this point. 

 

 

 

 ♧⾲ࡢࢫࣂࣛࢩ

⛉┠୍ぴ⏬㠃ࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇࡏࡉ♧⾲ࢫࣂࣛࢩࡢ┠⛉ྛ 

࠸ࡋ᪂ࡍࢡࣜࢡࠖࢫࣂࣛࢩࠕࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࢡࣥࣜࡀࠖࢫࣂࣛࢩࠕࡢཧ↷ḍࠊࡣࢫࣂࣛࢩ (1

㸦ᅗࡍࡉ♧⾲ࡀᮏᩥࢫࣂࣛࢩ࡚࠸㛤ࢱ 3㸧ࡀࢫࣂࣛࢩࠊ࠾࡞ࠋసᡂࢩࠕࡣ┠⛉࠸࡞࠸࡚ࡉ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡗ࡞ᵝ࠸࡞ࡁ࡛ࢡࣜࢡࠊࡉ♧⾲࡛ࢺ࣮ࣞࢢࡀࠖࢫࣂࣛ

බᘧࠕࠋࡍ࡛ࠖ∧᪂᭱ࠕࡓࡋኚ᭦ࡢᐇෆᐜࡅ࠾ᖺᗘ㏵୰ࠊࡣࢫࣂࣛࢩࡉ♧⾲ึ᭱ (2

♧⾲ࡀࢫࣂࣛࢩࡢࠖ∧බᘧࠕࡓࡋබ㛤ᖺᗘᙜึࠊࡍࢡࣜࢡࢡࣥࣜࠖ♧⾲ࢫࣂࣛࢩࡢ∧

 ࠋࡍࡉ

 

Displaying the Syllabus 

If the educational organization is using the syllabus function in KdB, you can display the syllabus for each course 

from the course list 

1. Syllabus is linked to the "Syllabus" in the reference column. When Click "Syllabus", open a new tab and 

display the text of the syllabus. (Figure 3) Additionally, the subject that syllabus has not been created is 

displayed in gray out and cannot be clicked. 

2.  The syllabus displayed first is the "latest version" that reflects the changes for the detail of implementation in 

the middle of the Academic Year. If you click the link "Display the Syllabus Official Version", the official 

version released at the beginning of the year will be displayed. 
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 ࢻ࣮ࣟࣥࢲࡢࢫࣂࣛࢩ

 ࠋࡍࡋࢡࣜࢡࣥࢱࠖࢻ࣮ࣟࣥࢲࢫࣂࣛࢩࠕ (1

syllabus_yyyymmddhhmmss.pdfࠕࡀࢨࣛ (2 㸦ࠖyy…ss ࡢ୰♧⾲࡛ྡࣝࣇ࠺࠸ᖺ᭶᪥ศ⛊㸧ࡣ

⛉┠࡚ࠋࡍࡋࢻ࣮ࣟࣥࢲࢫࣂࣛࢩࡢ  

 ࠋࡍ࡛ࢫࣂࣛࢩࡢࠖ∧බᘧࠕࠊࡣࡢࡁ࡛ࢻ࣮ࣟࣥࢲͤ

 

Downloading the Syllabus 

1. Click the “download the syllabus” button.  

2. The browser will download all the syllabus for all the courses displayed on the screen with the file name 

“syllabus_yyyymmddhhmmss.pdf” (the yy…ss is year, month, day, hour, minute, second) 

* The syllabus that you can download is the version on the "official website". 

 

ᅗ  㠃⏬♧⾲ࢫࣂࣛࢩ 3

Figure 3 Syllabus Display Screen 
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令和４年 ４月 ５日 

学群学生 

大学院学生  各位 

教育担当副学長 

加 藤  光 保 

令和４年度春学期における対面授業及びオンライン授業の実施指針について 

令和４年度春学期における授業の実施については、新型コロナウイルス感染症に係るオ

ミクロン株の感染が拡大している一方、職域接種等による学生及び教職員へのワクチン接

種の進展、授業による感染事例が報告されていないこと等を踏まえ、継続して対面授業

（期末試験を含む）の実施を可能とします。 

対面授業（期末試験を含む）に参加する場合は、マスクの正しい着用の徹底、手指消毒

の徹底等、最大限の感染防止対策を講じるとともに、以下の点に留意してください。な

お、今後本学の活動形態のレベルを変更する場合には、改めて連絡します。 

１．令和４年度春学期における対面授業の実施について 

１）対面授業の実施方針

春学期における対面授業は、充分な感染対策を取った上で実施します。ただし、今後の

新型コロナウイルス感染症拡大の状況等によっては、対面授業の制限等、取扱いを変更す

る場合もあります。 

 大学に入構する際は、各自が入構する日の直近 14日間の健康観察記録を付け、その記

録表を担当教員（授業担当教員、指導教員等）に提示できるよう携帯してください。記録

表は大学の様式例を利用するか、もしくは同等の内容が記載されていれば大学の様式例に

よらずとも結構です。また所属する教育組織が指定する健康観察アプリの使用も可としま

す。入構に際しては、健康観察記録を付けるとともに、原則として直近の 14日間平熱が

保たれ、風邪症状のないことが入構する際の条件となっておりますが、詳細については、

ウェブサイトに掲載されている「新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本人の行動フ

ロー（ https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-

19/index.html ）の本学のガイドライン及び活動状況」を参照してください。 

健康観察記録表 様式例（EXCEL） 

健康観察記録表（行動履歴欄あり） 様式例（EXCEL） 

２）構内での活動時における注意事項

・入構時は、必ずマスクを正しく着用してください。ただし、屋外で人と十分な距離（１
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メートル以上）を確保できる場合には、マスクを外して構いません。

・入構時は、周囲との間隔が概ね１メートル以上空くよう常に努めてください。

・頻繁に手指の消毒を行うか、水と石鹸による手洗いを徹底してください。

・入構時、マスクを外している間の会話は避けてください。また、マスクをしている場合

であっても、近距離での会話や、大声を出すことは控えてください。

３）新型コロナウイルス接触確認アプリ等の活用について

感染者との接触状況の把握方法として、厚生労働省にて公開している新型コロナウイル

ス接触確認アプリ（COCOA）の使用を推奨します。

４）対面授業への参加を希望しない、参加できない学生への配慮について

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、通学や授業での感染への不安、健康上不

安のある親族との同居、海外に居住し渡日できない等の理由がある場合、オンライン授業

により実施するか、またはオンライン授業の併用（対面授業に参加しない学生に対してオ

ンライン授業を実施）により実施するなどの対応を検討しますので、所属教育組織等の指

示に従い申し出てください。特に指示のない場合は、できるだけ早めに授業担当教員等に

相談してください。 

２．令和４年度春学期におけるオンライン授業の実施について 

１）オンラインによる授業実施となる場合

履修登録学生全員が密を避けられる十分な広さの教室が確保できない場合、オンライン

により授業を実施します。 

また、基礎的な知識定着を主な目的とする授業のなかには、オンライン授業（オンデマ

ンド型）で提供されるようにしているものがあります。繰り返し視聴することで、学修効

果がより高まることが期待されるためです。 

春学期における時間割及び授業の実施方法（対面授業もしくはオンライン授業等）を参

考にしつつ、KdB（開設授業科目一覧。kdb.tsukuba.ac.jp/ ）の備考欄とシラバス、

manaba の情報等を確認しながら履修計画を検討してください。 KdBの備考欄の分類は以

下のようになります。 

①オンライン（オンデマンド型）   英訳：Online（Asynchronous） 

   ②オンライン（同時双方向型）     英訳：Online（Synchronous） 

   ③対面    英訳：face-to-face 

   ④その他      英訳：Hybrid or Others 

（①～③の方法を複数組み合わせる場合も「その他」となります。詳細はシラバス等で

確認してください。） 

２）他大学又は外国の大学等の授業科目をオンラインで履修することについて

 他大学又は外国の大学等の授業科目をオンラインで履修することも可能となっていま

す。履修の際は、事前にクラス担任教員、指導教員等と履修計画等について相談の上、

「オンライン履修届」を提出して履修してください。必要な手続きについては、各支援室

にて指示を受けてください。 

実際に海外渡航しなければ身に付けることが困難なことがある中で、例えば留学に係る
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事前学修・事後学修のうち基礎的な知識定着、語学力等の向上等については、オンライン

履修が効果的と思われますので、活用してください。 

３）通信環境に支障のある学生への配慮について

授業料免除申請者等、真に経済的な理由により、通信環境を整備することが困難な学生

に対しては、令和４年度限りとしてモバイル Wi-Fi の無償貸与を行う予定です。申請に

必要な案内については、追って各教育組織よりお知らせする予定です。 

４）オンライン授業に係る学生向けの支援情報について

学生向けの支援情報については、学術情報メディアセンターサイトに「オンライン授業

受講案内」（ https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/remote-lecture-students/ ）にて公表

しています。随時情報共有を行いますので、定期的に確認してください。 

３．学生スペースの開放について 

各教育組織・センター内の PCサテライト室、ラウンジ（学生控室）や自習スペース、大

教室等の開放を行う場所等について WEB掲示板（TWINS）の「大学から学生へのお知らせ（学

内専用）」（見つけづらい場合は「学生控室等の開放状況」等と検索してください）にて公開

しています。情報は更新されますので、定期的に確認してください。マスクを着用すること

を前提として声を出すことが可能な部屋を確保してほしいとの要望は承知しており、現在

教育組織にて検討を行っています。なお、オンライン授業中学生が発言困難な状況も想定し、

チャットでの質問受付も適宜授業で活用可能とするよう教員に依頼しています。

サテライト室の開室状況については、こちらの URLで公開しています。

https://www.u.tsukuba.ac.jp/satellites_status/ 

４．授業に対する質問や意見等について 

オンライン授業に関する学生アンケートの回答内容等も踏まえつつ、教員に授業の改善

を図っていただけるよう依頼していますので、授業に関する学生の皆さんからの質問や意

見等については、遠慮せず適宜授業担当教員に伝えていただくようお願いします。 

５．学生への修学上の配慮について 

以下の場合等により授業等を欠席する必要がやむを得ず生じる場合において、可能な限

り配慮するよう教員に依頼しております。 

・学生が新型コロナウイルスに感染した場合

・医療機関等で PCR検査が必要と判断され結果待ちの場合

・濃厚接触者として自宅等待機となった場合

・体調不良（発熱・呼吸器症状・風邪症状がある場合で、新型コロナウイルス感染症の疑

いのある学生）となった場合

・学生がワクチンの接種を受けるに当たり、接種のために授業等を欠席する必要がやむを

得ず生じる場合

・新型コロナワクチンの副反応であるかにかかわらず、接種後、学生に発熱等の風邪の症

状がみられる場合

これらの理由により授業等を欠席する場合は、速やかに学生各自で授業等の担当教員に
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事情を申し出てください。なお、体調に問題がなければ、自宅待機中にオンライン授業を

受講しても構いません。 

６．学内食堂の利用に関する留意点 

 各食堂、喫茶では濃厚接触を避けるため、従来から座席を減らし、対面で座らないよう

に新型コロナウイルス感染症への感染防止策を実施しています。 

また、テイクアウトメニューを増やし食堂が混雑しないように工夫も行っています。 

新型コロナウイルス感染防止を図るため、食堂利用時の注意事項として以下のことを守

っていただくようお願いします。 

（１） 席は移動せず対面で座らない

（２） 食事中以外はマスクを正しく着用する

（３） 会話を控え食事は短時間で済まし早めに席を次の方へ譲る

（４） テイクアウトも利用する

７．証明書の発行について 

証明書発行機の利用前後には、手指消毒をするなど感染対策を講じてください。 

 居住地の都合等により証明書発行機の利用が困難な場合は、添付の申請書に返信用封筒

を同封の上、所属する教育組織を担当する支援室（総合学域群はアカデミックサポートセ

ンター）に郵送してください。なお、発行及び郵送には日数がかかりますので、御請求の

際は十分に余裕を持ってください。 

証明書交付願 

※情報メディア創成学類、知識情報・図書館情報学類は、学類指定の様式にて申請して

ください。

８．全学的な対応等の情報について 

 本学の新型コロナウイルスへの対応指針や、活動形態の変更、その他重要な事項等につ

いては、引き続き大学ウェブサイトでお伝えします。Web掲示板(TWINSログイン内)と併

せて定期的に更新情報を確認してください。 

【連絡先】 

不安や不明な点があれば、クラス担任、指導教員、授業担当教員等に相談してくださ

い。上記の連絡方法が分からない場合は、各エリア支援室に相談してください。 

また、学修に関しては、以下へご相談ください。 

教育推進部 教育推進課 

029-853-2202
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開設授業科⽬⼀覧 
学術院共通基盤科⽬ 

（必修科⽬：教育学理論研究、次世代教育開発研究、Theory of International Education）
他 

 
専⾨基礎科⽬（教育基礎科学 SP） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・S L 分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・英語教育分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・芸術科教育分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・保健体育教育分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・国語教育領域） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・社会科教育領域） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・数学教育領域） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・理科教育領域） 
専⾨基礎科⽬（国際教育 SP） 
 
専⾨科⽬（教育基礎科学 SP） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・S L 分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・英語教育分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・芸術科教育分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・保健体育教育分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・国語教育領域） 
専⾨科⽬（次世代 SP・社会科教育領域） 
専⾨科⽬（次世代 SP・数学教育領域） 
専⾨科⽬（次世代 SP・理科教育領域） 
専⾨科⽬（国際教育 SP） 
 
外国⼈教員研修留学⽣カリキュラム 
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0AS000

1
人間総合科学基礎論 2 1.0 1・2 春C 月2,3 内山 治樹

人間総合科学学術院の各学位プログラムの学生

が、持ち回りで、各自の研究テーマや学位プロ

グラムの学問領域の特徴をプレゼンし、履修者

全員で議論することにより、自身の専門とは異

なる分野の研究に関する基礎知識、研究手法、

物の見方、考え方を学ぶ。この演習を通して、

分野融合的視点を身につけることにより、人間

に関する総合的理解を深め、探究心に磨きをか

ける。各学位Pの後期課程学生が、プレゼン指導

やディスカッションのファシリテーターの役割

を担うTFとして参画する。

その他の実施形態

オンライン（一部 オ

ンデマンド型）

0AS010

1
教育学理論研究 1 1.0 1 春C 月1,2

濱田 博文,佐藤

博志,上田 孝典,

藤井 穂高,平井

悠介,タスタンベ

コワ クアニシ,

京免 徹雄,德永

智子,田中 正弘,

藤田 晃之

教育学研究を展開する上で、関連する学問分野

の理論的な基礎を学ぶ。「教育」に関わるテー

マを研究するのは教育学だけでなく、関連領域

として様々な学問分野においてもテーマとなり

える。そのため、様々な学問分野における基礎

的な理論や方法について学ぶことで、教育学研

究を進めるための視野を広げ、複眼的な視点か

ら教育学を研究する素養を身に付ける。具体的

には、教育をテーマにした以下の学問分野にお

ける研究から教育学への知見を導く。教育学と

思想・哲学/歴史学/外国研究/地方行政学/政治

学/社会学/経営学/法律学/文化人類学/福祉学の

各学問分野が検討される。

0AS010

2
次世代教育開発研究 1 1.0 1

春C

秋A
集中 2H101

小松 孝太郎,國

分 麻里,井田 仁

康,礒田 正美,清

水 美憲,藤田 晃

之,石﨑 和宏,樋

口 直宏,宮崎 明

世,唐木 清志,長

田 友紀,田中 マ

リア,土屋 陽介

次世代教育開発をテーマに、最新の教育時事の

理論的検討やディスカッションを行う。本学が

定める汎用コンピテンスである「知の活用力」

「マネジメント能力」「コミュニケーション能

力」「チームワーク力」「国際性」、及び、教

育学(前期)学位プログラムの専門コンピテンス

である「教育課題発見能力」「教育内容探究能

力」「教育学的分析能力」「教育課題解決能

力」の基礎を培うことを目標とする。具体的に

は、『Society 5.0 に向けた人材育成』に関わ

る理論や国内外の実践事例等を中心に広範に調

査し、学校教育、キャリア教育、教育工学など

多様な視点から分析的・総合的な検討を受講者

間の議論を通して行う。

オンライン(オンデマ

ンド型). 対面

0AS010

3

Theory of

International

Education

1 1.0 1 秋C
金3,4,

集中

川口 純,平 明

子,菊地 かお

り,Carol

Inugai-Dixon,

北山 夕華,原 和

久

国際教育に関する諸問題を多角的な視点から理

解し、またその論点について十分な知識をもと

に論じることができるようになることを目標と

する。授業では、国際教育に関する諸問題につ

いて、国際教育開発及び国際教育協力、国際理

解教育、グローバル化の中での高等教育の変容

などを事例として考察し、国際教育及び教育の

国際化をめぐる今日的な動向及びその論点につ

いて理解を深める。英語によって授業を行う。

1/7,13, 21, 28, 2/4

12:15~15:00

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

0AS010

4
心理統計学特講 1 2.0 1・2 秋AB 月3,4

山口 一大,登藤

直弥

本授業では、受講者が量的研究を⾏う際に、リ

サーチクエスチョンの設定、研究計画の⽴案、

これに基づくデータの収集や分析、結論の導出

といった手続きを適切に行えるようになること

を目指し、教科書に沿って授業を行う。

・受講にあたり、所

属学位プログラム(専

攻)は問わないため、

誰でも受講可能。.

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS020

1
武道学 1 1.0 1・2 春AB 水2 5C412 大石 純子

わが国の武道文化は、歴史の中で変化変容し、

また、広く世界に広がりな

がら現代にいたっている。本授業では、まずそ

のあたりについて学ぶ。その上で、武

道の精神性について古典文献等の講読を通して

考える。

オンライン(オンデマ

ンド型)

学術院共通専門基盤科目
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0AS020

2
健康増進学特講 1 1.0 1・2 春AB 月2 5C302 大藏 倫博

加齢に伴う生活機能の変化と健康との関連に基

づき、健康増進(サクセスフルエイジング)に必

要なトレーニング法、生活実践法などについて

講義する。一般健常者、高齢者、有疾患者に対

する運動処方についても講義する。学習目標

は、中年期から高齢期までのヘルスプロモー

ションのあり方および加齢にともなう体力(生活

機能)の低下と健康との関連について理解するこ

とである。特に、サクセスフルエイジング、元

気長寿のための運動プログラム、中年期におけ

る体重管理の意義、健康におよぼす運動習慣化

の効果、保健指導の問題点と健康支援の重要

性、統計データから読み解く高齢者問題、生活

機能、身体機能と介護予防の関係、認知機能と

介護予防の関係、心理社会機能と介護予防の関

係について学ぶ。

01EH550と同一。

オンライン(同時双方

向型)

0AS020

3
トレーニング学 1 2.0 1

春AB秋

AB
木1

前村 公彦,谷川

聡

スポーツトレーニングを推進するための適切な

目標と課題の設定法、 課題解決法や手段の選

択・創造法、 時間資源と時系列的な関連性を考

慮した計画立案法、 効果的なトレーニング実践

法、 トレーニング効果のアセスメント法に関す

る理論を理解し、 高度なトレーニング実践を展

開できる知を学習する。 また、 トレーニング

学独自の学領域としてのオリジナリティーとそ

の研究方法論について学んでいく。

AT必修科目

01EH621と同一。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS020

4

Olympic and

Paralympic History

(オリンピック・パラ

リンピック史)

1 1.0 1 秋AB 火1
澤江 幸則,大林

太朗

オリンピック競技会、パラリンピック競技会の

歴史について、その始まりと発展過程について

今日的課題とともに学ぶ。授業計画は次のとお

り。 (1)古代オリンピックの起源と展開につい

て、(2)ネメア競技祭の復興と展開について、

(3)イギリスと近代ギリシャにおける古代オリン

ピック復興、(4)近代オリンピックの展開、(5)

日本におけるオリンピック競技会の歴史、(6)ス

トークマンデビル競技会の創設、(7)パラリン

ピック競技会の創設と発展、(8)日本におけるパ

ラリンピック競技会の歴史、(9)筑波大学とオリ

ンピックの歴史。

01EH044と同一。

英語で授業。

オンライン(オンデマ

ンド型)

To due the COVID-19

crisis, this course

will be held

online. Online

synchronous courses

may be adopted if

the situation

changes.

0AS030

1

研究のビジュアルデザ

イン
2 1.0 1・2 春AB 月2

田中 佐代子,小

林 麻己人

研究成果を効果的に発表するために必要なビ

ジュアルデザインの基本的な知識や技術を、

PowerPointやExcelによる演習課題の制作を通し

て学ぶ。人間の心身及び諸活動に関する研究成

果を効果的に発表するために必要なビジュアル

デザインの実践力を身につけることを目的とす

る。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS030

2

スポーツ芸術表現学へ

の招待
1 1.0 1・2 秋AB 火6 5C216

太田 圭,嵯峨

寿,大原 央聡,田

島 直樹,寺山 由

美,本間 三和子

スポーツを題材とした「スポーツ芸術」につい

て、アートのみならずサブカルチャーや文芸な

ど、多様な領域におけるスポーツ芸術の表現に

ついて学ぶ。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS030

3

大学を開くデザインプ

ロデュースA
2 1.0 1・2 春AB 応談 6A308

渡 和由,山田 協

太,原 忠信

複数の教員がプロジェクトを立ち上げ,多様な学

生でチームを組み,地域や大学の協働者・依頼者

とともに,アート・デザインの手法を使った地域

貢献・大学貢献を実践的に行う。短期・長期留

学生の参加を歓迎する。

 本科目においては、チームごとにプロジェクト

対象地域や施設の調査を通して課題を探り、提

案のアイデア出し行い協働者と共有する。その

後、課題や提案をまとめ、全教員と全チームで

合同発表会を行う。

教室は6A308の他、随

時教員の指示により

他の教室も使用す

る。オリエンテー

ションは、4月第3週

の水曜18:15より

6A308で行う。詳しく

は掲示を参照のこ

と。

対面
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0AS030

4

大学を開くデザインプ

ロデュースB
2 1.0 1・2

春C

夏季休業

中

応談 6A308
渡 和由,山田 協

太,原 忠信

複数の教員が立ち上げたプロジェクトについ

て、多様な学生のチームが地域や大学の協働

者・依頼者とともに,アート・デザインの手法を

使った地域貢献・大学貢献を実践的に行う。短

期・長期留学生の参加を歓迎する。

 本科目においては、チームごとに協働者とプロ

ジェクトの試行や実装実験とワークショップ等

の実践を行う。その後、実践の結果と課題をま

とめる。

教室は6A308の他、随

時教員の指示により

他の教室も使用す

る。オリエンテー

ションは、4月第3週

の水曜18:15より

6A308で行う。詳しく

は掲示を参照のこ

と。

対面

0AS030

5

大学を開くデザインプ

ロデュースC
2 1.0 1・2 秋AB 応談 6A308

渡 和由,山田 協

太,原 忠信

複数の教員が立ち上げたプロジェクトについ

て、多様な学生のチームが地域や大学の協働

者・依頼者とともに,アート・デザインの手法を

使った地域貢献・大学貢献を実践的に行う。短

期・長期留学生の参加を歓迎する。

 本科目においては、チームごとに協働者とプロ

ジェクトの実装および制作などの実践を行う。

その後、提案と実践の課程および成果や課題を

まとめ、全教員と全チームで合同発表会を行

う。

教室は6A308の他、随

時教員の指示により

他の教室も使用す

る。オリエンテー

ションは、4月第3週

の水曜18:15より

6A308で行う。詳しく

は掲示を参照のこ

と。

対面

対面とオンライン併

用

0AS030

6
世界遺産を科学する 1 1.0 1・2 秋AB 火1

人社

B218

黒田 乃生,飯田

義彦,池田 真利

子,伊藤 弘,上北

恭史,下田 一太,

武 正憲,松井 敏

也,八木 春生,吉

田 正人

世界遺産保護における課題と解決方法を自然科

学、人文社会科学の視点から講述する。美術

史、政策、観光、保存科学、景観保護、自然保

護など世界遺産を対象に多様な切り口から知識

と総合的な視座を獲得する。同時に国内外の世

界遺産における国際協力の事例と手法を学ぶ。

対面

希望者はオンライン

受講可能

0AS040

1
こころの神経科学 1 1.0 1・2

夏季休業

中
集中

高橋 阿貴,綾部

早穂,山田 一夫,

岩木 直,國松

淳,三盃 亜美,阿

部 高志

「こころ」を理解するための神経科学的研究の

手法と成果について学習し、社会への応用の可

能性を考える。専門学問領域の修得を深めるた

めに、分野横断的融合型研究の視点を活用する

豊かな発想を養う。

分子から精神までを網羅するニューロサイエン

スの基礎を学ぶことにより、こころの理解に向

けての分野横断的視点や考え方を学ぶことがで

きる。

オンライン(同時双方

向型)

0AS040

2

神経科学先端セミナー

1
1 1.0 1・2 通年 応談

高橋 阿貴,國松

淳,山田 洋

遺伝子、分子、細胞、組織、生理、システム、

数理、行動、認知、応用、支援など、ニューロ

サイエンスの各領域の先端的研究について、担

当教員が毎回ゲストとして招く研究者によるセ

ミナー講演を通して学ぶ。最新の研究手法や理

論についての知識を深めるとともに、講師との

インフォーマルディスカッションを通して、生

命科学、行動科学、情報科学、社会科学を架橋

するニューロサイエンスの醍醐味、面白さを学

び、ヒトのこころの理解を目指す人間科学の研

究者としての視野を広げる。

対面

0AS050

1

医科学セミナーI(ブレ

インサイエンス)
1 1.0 1・2 通年 応談 松本 正幸

分子神経生物学からシステム脳科学および臨床

医学にわたる様々な神経科学の分野で活躍する

第一線の研究者が行う最新のトピックスに関す

る講義に参加し、研究の最前線を知るととも

に、神経科学の最新の研究成果について、自分

自身の研究分野との関連で議論する。

 トピック:脳、神経、病気、精神、パーキンソ

ン病、自閉症、統合失調症、ロボットスーツHAL

0AS050

2

医科学セミナーII(生

化学、分子生物学)
1 1.0 1・2 通年 応談 入江 賢児

生化学,分子生物学の分野で活躍する第一線の研

究者が行う最新のトピックスに関する講義に参

加し、研究の最前線を知るとともに、生化学,分

子生物学の最新の研究成果について、自分自身

の研究分野との関連で議論する。

 トピック:代謝、DNA複製、転写、翻訳、遺伝子

発現制御、細胞周期、アポトーシス、がん
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0AS050

3

医科学セミナーIII(免

疫学)
1 1.0 1・2 通年 応談 渋谷 和子

免疫学の分野で活躍する第一線の研究者が行う

最新のトピックスに関する講義に参加し、研究

の最前線を知るとともに、免疫学の最新の研究

成果について、自分自身の研究分野との関連で

議論する。

トピック:免疫系は生体を異物から防御するため

の必須の機構であるが、一方でアレルギーや自

己免疫のように不都合な反応も起こしうる。学

生を研究者の卵として位置づけ、学外の免疫学

研究者の最先端の研究に触れることによって研

究に対するモチベーションを高め、また今日の

免疫学研究の現状と動向について考察する。

0AS050

4

医科学セミナーIV(プ

ライマリケア)
1 1.0 1・2 通年 応談

総合

D116
前野 哲博

プライマリ・ケアや保健医療福祉の現場で活躍

する第一線の研究者が行う最新のトピックスに

関する講義に参加し、現場の最前線を知るとと

もに、プライマリ・ケアや保健医療福祉のの最

新の研究成果について、自分自身の研究分野と

の関連で議論する。

 トピック:プライマリ・ケア、保健医療福祉

01EQ041と同一。

0AS050

5

医科学セミナーVII(臨

床研究セミナー)
1 1.0 1・2 通年 応談 橋本 幸一

疫学や生物統計学に関する講義の補完として、

疫学や生物統計学分野で活躍する第一線の研究

者が行う最新のトピックスに関する講義に参加

し、現場の最前線を知るとともに、疫学や生物

統計学の最新の研究成果について、自分自身の

研究分野との関連で議論する。また、原著論文

を担当を決めて紹介し、セミナー形式にてデイ

スカッションすることで学習効果を高める。

 トピック:疫学、生物統計学

01EQ060と同一。

0AS050

6
医科学セミナー基礎 1 1.0 1・2 通年 随時

小林 麻己人,入

江 賢児

医科学研究(脳神経科学分野・生化学・分子生物

学分野・免疫学分野・臨床研究分野など)にわた

る最新の話題を第一線で活躍する研究者が紹介

する。当該研究者は、担当教員が毎回ゲストと

して招く。

・教室は決定次第連

絡

・医科学セミナー

I(ブレインサイエン

ス)、医科学セミナー

II(生化学・分子生物

学)、医科学セミナー

III(免疫学)、医科学

セミナーVII(臨床研

究セミナー)のいずれ

とも同時には履修で

きない。

0AS050

7
社会医学概論 1 2.0 1 春AB 木1,2

市川 政雄,近藤

正英,五所 正彦,

斎藤 環,田宮 菜

奈子,山岸 良匡,

我妻 ゆき子,笹

原 信一朗,森田

展彰,伊藤 智子,

大谷 保和,菅野

幸

子,Togoobaata

r Ganchimeg,

福重 瑞穂,堀

愛,岩上 将夫,高

橋 晶,高橋 司

人びとの健康に寄与する要因が多岐にわたるこ

と、人びとの健康を増進するには学際的な取り

組みが欠かせないことを理解することを目標と

する。社会医学の今日的課題をさまざまな観点

から論じることができる。

01EQ005と同一。

英語で授業。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS060

1

カウンセリング方法論

基礎I
1 1.0 1

春A

春季休業

中

集中

カウンセリング

学位プログラム

(博士前期課程)_

担当教員

広義のカウンセリング領域における基本概念整

理を行い、文献検索による課題の絞りこみや

様々な研究方法の概要について習得する。本科

目においては広義のカウンセリング領域につい

て基本概念や方法等を学ぶことにより、人間の

心身及び諸活動に関する幅広い知識と総合的視

座を身に付けることを目的とする。他領域の学

生にとっても、知識の習得、文献検索、研究方

法の修得などから専門知識及び専門技能に必要

な倫理を学ぶことが可能となる。

4/13，4/27，

5/18,2/15
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0AS060

2

リハビリテーション方

法論基礎I
1 1.0 1 春A 水7,8

リハビリテー

ション科学学位

プログラム(博士

前期課程)_M1担

任,リハビリテー

ション科学学位

プログラム(博士

前期課程)_担当

教員

研究法の基礎として,研究デザイン,学術論文の

要件,臨床研究の倫理,実験計画法,調査法,観察

法,面接法,質的研究法,事例研究法,文献研究法,

検査法等について概説する.

・受講は人間総合科

学学術院の在学生に

限る。

0AS060

3

スポーツ・ヘルスプロ

モーション方法論
1 1.0 1・2 春C 水7,8

菊 幸一,尾縣

貢,柴田 愛,水上

勝義,辻 大士

スポーツ・ヘルスプロモーションの修士論文・

特定課題研究報告書の作成のために必要な基礎

的な方法論について概説する。各自の研究計画

の実現に向けて、研究デザインと科学的方法の

客観性を担保する方法基礎論を理解し、文献や

資料のオンライン検索の方法を学ぶ。また、社

会調査法の一般的な手順を概説する。さらに、

調査や実験データの分析法・検定法などの統計

手法について、分析や検定結果の解釈法につい

て文献を用いて理解したり、実際に統計解析ソ

フトを用いながら理解を深める。

01EK002と同一

0AS070

1

Research

Foundation
2 2.0 1 秋C

月・木

1,2

ユニオ

ン講義

室

森嶋 厚行,李 昇

姫,金 尚泰,上保

秀夫,金 宣経

まず、それぞれの担当教員が専門とする研究領

域を紹介し、研究テーマの設定方法や調査・実

験の方法、研究成果の公表方法などの特徴につ

いて解説する。その後、修士論文執筆を最終目

標として、文書作成、研究倫理、ブレーンス

トーミング、協調作業、プレゼンテーションの5

つのテーマについて学ぶ。(取り上げるテーマの

順番は変更になる可能性がある。) さらに、研

究の遂行と論文作成ために有用な各種のツール

の使い方を演習を通して学ぶ。これらを通し

て、研究者となるための基礎的知識と技能を身

に着ける。

毎年英語で授業

対面

0AS070

2

研究者のための学術情

報流通論
1 1.0 1 春AB 集中 7C103

逸村 裕,宮入 暢

子

自らの専門分野の学術情報流通と評価を見つめ

なおし、他分野の研究評価の在り方を知ること

で、学術全般についての意識を高めるととも

に、研究と学術情報流通のあり方についてマク

ロに考える。

4/23,5/21,6/25

対面

0AS070

3
音響メディア情報 1 1.0 1 春C 火1,2

寺澤 洋子,善甫

啓一,内山 俊朗,

松原 正樹

社会における音の課題(音声コミュニケーショ

ン、音環境、聴取と認知など)について学び、音

楽やメディアアートといった応用的な事例の検

討を通じて、実社会におけるコミュニケーショ

ンのユニバーサルデザインを考える。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS070

4
情報アクセス 1 2.0 1・2 秋AB 金5,6

佐藤 哲司,関 洋

平,森嶋 厚行

大量の情報へのアクセスは、ビッグデータ時代

の鍵となる技術であり、その重要性は益々増大

するばかりである。本講義では、情報アクセス

の中心的な技術である情報検索、情報管理・統

合技術、自然言語処理について、最先端の技術

動向を交えながら説明する。これらの領域にお

ける最先端の話題として、WWWを舞台としたコレ

クティブインテリジェンスや共創知、クラウド

ソーシング、ソーシャルメディアにおける情報

統合についても解説し、情報アクセス技術のこ

れまでとこれからの研究や社会応用の展望につ

いて理解を深める。

偶数年度は英語で授

業,奇数年度は日本語

で授業;メディアサイ

エンス専門科目;教職

科目;学術院共通専門

基盤科目

0ATW11Aと重複履修不

可。

01MBB02, 01MBC01と

同一。

その他の実施形態

第1-2回はオンライン

（オンデマンド型）,

第3-7回はオンライン

（同時双方向型）,

第8-10回はオンライ

ン（オンデマンド

型）
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAA0

1
日本教育史特講 1 2.0 1・2

日本教育史のベーシックな知見を習得しなが

ら、歴史的視野から教育や学校の系譜について

説明することができるようになるのが目標であ

る。前近代および近代以降の日本の教育や学校

について巨視的に概観し、ナショナリズム・オ

リエンタリズム・コロニアリズムの概念とその

視点を獲得しながら整理する。具体的には、日

本教育史およびナショナリズム・オリエンタリ

ズム・コロニアリズムに関する基礎的な文献を

講読し、受講者による発表と討議によって検討

する。

01ED321と同一。

2022年度開講せず。

0ATAA0

2
日本教育史演習 2 2.0 1・2

日本教育史に関する論文・資料に習熟しながら,

歴史的視野から教育や学校について思考し,展望

することができるようになるのが目標である。

ナショナリズム・オリエンタリズム・コロニア

リズムの研究成果にも学びつつ,近現代日本の教

育や学校について多角的に再検討を加え、専門

的な知見を深めていく。具体的には、日本教育

史およびナショナリズム・オリエンタリズム・

コロニアリズムに関する専門的な文献を,受講者

による発表と討議によって検討する。

01ED322と同一。

2022年度開講せず。

0ATAA0

3
教育哲学特講 1 2.0 1・2 通年 応談 平井 悠介

個性の育成と社会性の育成をはじめとした、教

育を取り巻く価値の二項対立に注目しながら、

現代の教育に関わるさまざまな問題と、教育の

あり方とを検討していく。その際、近代教育理

論・教育思想、特にリベラリズム思想に課題解

決の糸口を求めていき、問題の本質を深く探究

していく。

教室：人間系学系B棟

520

0ATAA0

4
教育哲学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木2 平井 悠介

現代の教育事象を分析する教育哲学関係文献の

読解を主眼に置き、教育をめぐる価値対立を乗

り越えるための教育哲学的思考を育成する。授

業前半では、教育哲学、および教育学理論の基

礎知識を理解し、教育現実を分析する視点の獲

得を目指す。授業後半では、近年の教育哲学研

究の成果を講読することにより、教育現実と教

育思想の接合について理解することを目指す。

教室は人間系学系B棟

B520

0ATAA0

5

生涯学習・社会教育学

特講
1 2.0 1・2 春AB 火5,6 上田 孝典

近年における社会教育・生涯学習をテーマとし

た最新の研究動向を理解し、基礎的な理論と方

法を習得することを目的とする。具体的には、

社会教育・生涯学習をめぐる学習理論研究、歴

史研究、法制度の改正を踏まえた政策動向、地

方自治体における生涯学習行政、住民自治や市

民活動の展開、社会教育施設をめぐる実践動向

など、受講者の関心に基づいた先行研究を取り

上げ、討議によって検討を行う。このことを通

じて社会教育・生涯学習の研究的視点を習得

し、幅広い知識と方法論を身に付ける。

教室：人間系学系B棟

415

教育学学位プログラム(博士前期課程)

専門基礎科目(教育基礎科学)
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0ATAA0

6

生涯学習・社会教育学

演習
2 2.0 1・2 通年 応談 上田 孝典

社会教育・生涯学習の公教育としての意味につ

いて検討することで、歴史的に構築されてきた

「権利としての社会教育」の思想についての理

解を深める。学校教育と並び社会教育が公教育

として制度化された背景には、社会教育・生涯

学習が「権利」として捉えられてきた背景があ

る。こうした理論的基盤を構築してきた基本文

献を講読する。具体的には、乗杉嘉壽、吉田熊

次、春山作樹、下村湖人、小尾範治、川本宇之

介、宮原誠一、平沢薫、吉田昇、津高正文、小

川利夫、藤岡貞彦、小林文人、島田修一ら戦前

から戦後初期にかけて社会教育研究における理

論構築を担った基本文献を検討する。検討を通

じて、権利としての社会教育・生涯学習の今日

的意味と公教育の役割について考察を行う。

教室は人間系学系棟

B415

0ATAA0

7
教育制度学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
金3 藤井 穂高

学校間の移行と接続、教育制度論におけるアー

ティキュレーションの意義と課題について、学

術的な研究に基づき説明できることを目標とす

る。具体的には、教育制度論におけるアーティ

キュレーションにかかる国内外の先行研究を取

り上げ、学校間の移行と接続について、その意

義(なせ必要なのか)、内容(接続において何が問

われるのか)、課題(克服すべき点)などに関する

学術的成果を概説する。具体的な内容は、学校

体系の基本理論、小1プロブレムにおける日本的

問題状況、「接続期」の設定とその意義、義務

教育学校、中等教育学校、諸外国の改革動向な

どである。

教室：人間系学系B棟

523/524

0ATAA0

8
教育制度学演習 2 2.0 1・2 通年 応談 藤井 穂高

今日の我が国及び諸外国の教育改革における資

質・能力論の現状とその理論的根拠について学

術的研究に基づき説明できることを目標とす

る。具体的には、今日、我が国及び諸外国の教

育政策において、資質・能力(コンピテンシー)

論に基づく改革が主流となりつつある。そうし

た中で、現状の改革動向を踏まえたうえで、そ

の理論的根拠がいかなるものかを、関係文献の

読解を中心に検討する。具体的には、奈須正裕

『「資質・能力」と学びのメカニズム』、国立

教育政策研究所『資質・能力[理論編]』、OECD

のキー・コンピテンシー論、グリフィン他『21

世紀型スキル』とファデル他『21世紀の学習者

と教育の4つの次元』である。

教室は人間系学系B棟

B523/524

01ED328と同一。

0ATAA0

9
学校経営学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
金4 濱田 博文

本授業の内容は、小学校・中学校・高等学校・

特別支援学校の学校経営に関する理論と現代的

課題について学び、学校経営に関する研究の成

果と課題について討議をおこなう。まず、学校

経営に関する基礎理論およびその歴史的展開過

程を、代表的な文献の講読を通じて理解する。

次いで、小学校・中学校・高等学校の学校経営

についての政策と実践に関する様々な文献や調

査報告書等を参照しながら、現代的な課題につ

いて討議する。それらを踏まえて、これまでの

学校経営研究の成果を確かめ、今後求められる

研究課題について考える。

教室：人間系学系B棟

B523/524

0ATAA1

0
学校経営学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木5 佐藤 博志

学校経営研究の展開、動向、実際について理

解、考察することをテーマとし、学校経営研究

の動向、実際、今後の課題について理解し、

様々な視点や背景をふまえて、学校経営研究の

今後の展望等について論じられるようになるこ

とを目標とする。具体的には、学校経営に関す

るこれまでの研究の展開、学校経営をめぐる最

新の研究、諸外国で行われている研究の動向を

検討する。小学校、中学校、高等学校を対象と

した研究も検討する。研究者の背景や特徴も捉

えつつ、文献等を分析し、学校経営研究をめぐ

る成果、課題、展望について議論、考察する。

教室：人間系学系B棟

B516

01ED332と同一。
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0ATAA1

1
比較・国際教育学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
木3

タスタンベコワ

クアニシ

この授業では比較教育研究の理論と実践をテー

マとし、比較教育研究の方法論を学び、多様な

教育問題を多様なアプローチで研究できること

を把握することを目標とする。具体的には、比

較教育学研究は地域、国、言語圏、また研究の

主体と対象によってアプローチが異なることの

理由について検討する。欧米諸国、東洋諸国、

旧ソ連諸国における研究方法の特徴を整理す

る。理論書を基に、比較教育研究の目的、意

義、対象、方法について学び、具体的な実践例

を分析し、検討する。授業形態は講義、学生の

個別発表とグループディスカッションである。

教室：人間系学系B棟

520

0ATAA1

2
比較・国際教育学演習 2 2.0 1・2 通年 応談

タスタンベコワ

クアニシ

この授業では比較教育学研究における量的研究

と質的研究の方法論を学び、比較教育学研究の

国内外の動向を把握する。全体を通して、比較

教育学研究おける論文の書き方を学ぶことを目

標とする。具体的には、『比較教育学研究』と

"Comparative Education Review"に特集として

編成されている研究論文の検討分析を行い、比

較教育学研究の量的研究と質的研究の方法論を

整理する。日本語と英語で書かれる論文の特徴

を検討し、論文の書き方を学ぶ。

教室は人間系学系B棟

B520

01ED334と同一。

0ATAA1

3
道徳教育学特講 1 2.0 1・2 春AB 月3,4 田中 マリア

道徳教育学研究を行う上で素地となる知識や見

方の獲得をめざす。具体的には、道徳教育学研

究として本質的な問いや考え方などについて学

ぶために有益と思われる著書や論文等を選定

し、それを精読することで改めて道徳教育学分

野における基礎的な用語の確認や道徳教育学研

究として求められる問題などについて検討して

いく。

教室：人間系学系B棟

520

0ATAA1

4
道徳教育学演習 2 2.0 1・2 通年 応談 田中 マリア

自らの関心のある課題を道徳教育学研究として

掘り下げていこうとする姿勢や能力の育成をめ

ざす。具体的には、受講者の関心のある課題に

関連した学術論文の中から道徳教育学研究とし

て掘り下げていこうとする上で適していると思

われる学術論文を各々選定し、相互に紹介し合

う。受講者はこの作業を通して自己の関心のあ

る課題に関する研究動向を把握するだけでな

く、それらを道徳教育学研究の一系譜として掘

り下げていこうとする意識や道徳教育学研究と

して掘り下げていく際の視点や論点、勘所など

を身につけていく。

01ED424と同一。

0ATAA1

5
カリキュラム論特講 1 2.0 1・2 通年 応談

カリキュラムに関する研究動向と今後の課題の

分析、検討を通して、この分野の基本的理解を

深めることを目標とする。そのため、学部段階

の教職科目の内容など、教育課程や学習指導要

領に関する基礎知識を確認しつつ、より広範な

カリキュラム研究における今日の多様な動向を

理解する。具体的には、教職科目の各種テキス

トや教育学関連事典類の比較検討、日本カリ

キュラム学会をはじめとする専門諸学会の機関

誌掲載論文などの講読を行う予定である。

01ED419と同一。

0ATAA1

6
カリキュラム論演習 2 2.0 1・2 通年 応談

新しい教科の研究開発や教科再編を軸とした演

習を通じ、カリキュラム開発に関する専門的理

解を深めることを目標とする。いわゆるカリ

キュラムのユーザーからメーカー、ひいてはマ

ネジャーへと、認識の移行や拡大を促し、この

分野の知見を深めるねらいがある。具体的に

は、文部科学省の研究開発学校や教育課程特例

校に代表される、各種研究開発の事例を検討

し、その成果と課題にもとづいた新教科の研究

開発を試みる。受講者による課題への取り組み

と発表が中心となる予定である。

01ED420と同一。
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0ATAA1

7
教育方法学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
火2 樋口 直宏

教育方法学に関する文献講読を通して、研究動

向と課題について考察する。これらを通じて、

学習指導や授業分析に関する基礎的な知見を習

得できるようになることを目標とする。具体的

には、学習指導スキルに関する諸理論につい

て、文献を読み進めながら発表および討論を行

う。また、学校現場における授業観察や学習補

助にも携わることがのぞまれる。これらの取り

組みを通じて、理論構築ならびに実践研究の

データ収集をあわせて行う。

教室は人間系学系B棟

B410

01ED421と同一。

0ATAA1

8
教育方法学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
火6 樋口 直宏

受講者各自の発表と討論を通して、教育方法学

に関する理論的および実証的研究を行う。これ

らを通じて、教育方法学および教職に関する応

用的知見を習得できるようになることを目標と

する。具体的には、授業分析および指導効果要

因に関する理論等、受講者各自の関心のある

テーマについて、発表および討論を行う。ま

た、学校現場やビデオにおける授業観察を取り

入れ、授業分析の実際にも携わる。これらの取

り組みを通じて、学校における実践方法につい

ても習得できることを期待したい。

教室：人間系学系B棟

B410

01ED422と同一。

0ATAA1

9
キャリア教育学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
随時 藤田 晃之

今日のキャリア教育推進施策の特質と課題を明

らかにすることを通して、今日的研究課題につ

いての理解を深めることを目標とする。具体的

には、キャリア教育に関する基礎的な理解を前

提としつつ、今日のキャリア教育推進施策関連

文書を読み解くことを通して、キャリア教育分

野の研究課題を検討する。

0ATAA2

0
キャリア教育学演習 2 2.0 1・2 春C 月3-6 藤田 晃之

今日的な研究課題に関する理解を前提として、

学校におけるすべての教育活動を通したキャリ

ア教育の実践の在り方について理解を深め、研

究者としての力量形成を図ることを目標とす

る。

教室：人間系学系B棟

B520

01ED436と同一。

0ATAA2

1
教育社会学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
火3 德永 智子

最新の教育社会学研究のリーディングスの講読

を通じて、グローバルに展開される教育社会学

研究の多様な視座を身に着けることを目的と

し、国内外の教育社会学の多様化する研究領

域・理論的視座・方法論を学ぶ。具体的には、

主にJenny Ozga編著『Sociology of

Education』(Sage)を使用し、いくつかの論文を

選び講読し、討論する。適宜、関連する日本語

文献も紹介しながら、1)教育社会学の理論と方

法、2)教育政策、3)教育・文化・アイデンティ

ティ、4)学校教育の4つのテーマを議論する。

教室：人間系学系B棟

520

0ATAA2

2
教育社会学演習 2 2.0 1・2 通年 応談 德永 智子

国内外の教育社会学や関連領域における理論・

概念を学び、さまざまな教育現象を分析する視

点や方法を身に着けることを目的とし、文献を

読みながら、教育社会学研究の課題設定、問い

の立て方、研究方法などについて学び、最終的

には各受講者が学んだ視点や方法を取り入れた

研究構想を発表する。具体的には、受講者の関

心に合わせて、学校教育、教育問題、マイノリ

ティと教育、グローバリゼーションと教育、教

育政策など多様な研究領域の文献を読み、教育

社会学研究の成果や課題を議論する。毎回、学

生が文献に基づく報告をし、全員で討論する。

教室は人間系学系B棟

B520（集中講義の教

室は別途案内予定）

01ED521と同一。

0ATAA2

3
高等教育論特講 1 2.0 1・2 通年 応談 田中 正弘

授業のテーマは、大学改革である。日本の大学

改革に関する代表的なテキスト講読を通して、

現在の課題（教育改革や質保証の在り方、進学

機会の拡大など）の解決方法を多国間比較の観

点から議論することである。授業の到達目標は

次の3つである。

(1)日本の大学の歴史と現在の制度の特徴を説明

できる。

(2)現在の課題を発見し、その課題が生じた理由

を論じられる。

(3)課題の解決方法を他国の制度をモデルに提示

できる。

教室は人間系学系B棟

B516

01ED369と同一。
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0ATAA2

4
高等教育論演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木6 田中 正弘

授業のテーマは、大学入試である。諸外国の大

学入試に関する代表的なテキスト講読を通し

て、各国において、どのような背景の下で、ど

のような改革が行われてきたかを理解する。そ

して、それらの改革の課題の解決方法を多国間

比較の観点から議論する。授業の到達目標は次

の3つである。

(1)諸外国（ヨーロッパと東アジアの国）におけ

る大学入試の特徴を説明できる。

(2)入試改革の課題を発見し、その課題が生じた

理由を論じられる。

(3)課題の解決方法を他国の制度をモデルに提示

できる。

教室は人間系学系B棟

B516

0ATAA2

5
特別活動学特講 1 2.0 1・2 通年 応談 京免 徹雄

特別活動(学級・ホームルーム活動、児童会・生

徒会活動、学校行事、クラブ活動)は、様々な集

団活動に自主的・実践的に取り組み、互いのよ

さや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上

の課題を解決することを通して、「人間関係形

成」「社会参画」「自己実現」のための資質・

能力の育成を目指す取組である。本授業では、

市民社会・職業社会を生き抜くために必要なこ

れらの資質・能力を培うために、集団のダイナ

ミクス(協働性)、子どもの自治(自律性)、話合

いによる合意形成(民主性)を、どのように学校

教育に取り入れていくべきか、多角的に考察す

る。

春学期には、国内的視点から特別活動の成立・

発展のプロセスについて理解する。第1回~第5回

では歴史や理論に関する講義を行い、それをふ

まえて第6回~第10回では特別活動の各領域にお

いて各自テーマを設定し、その理論と実践につ

いて発表してもらう。

秋学期には、国際的視点から特別活動の特質を

分析する。第11回~14回では日本型教育モデルの

輸出に関する動向や、国際比較の視点・方法に

ついて講義を行い、それをふまえて第15回~第19

回では、外国の教科外活動の特徴および日本と

の相違点について発表してもらう。

教室は人間系学系B棟

B520

01ED471と同一。
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0ATAA2

6
特別活動学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
月2 京免 徹雄

　近年、日本の特別活動（学級・ホームルーム

活動、児童会・生徒会活動、学校行事、クラブ

活動）が社会情動的スキルの発達に有効である

として、世界的に注目を集めています。課外活

動は大部分の先進国で導入されていますが、日

本のようにナショナル・カリキュラムを整備し

て体系的に実践している国は少数にとどまりま

す。一方で、多様性や創造性といった視点が弱

くグローバル社会に対応できていないといった

課題や、学校現場の実践知（暗黙知）に強く依

拠する「理論なき実践」であり、ゆえに各教

師・学校による取組の差が大きいといった限界

も指摘されてきました。

　特に、現在の学習指導要領において特別活動

はキャリア教育の「要」として位置づけられて

います。学級活動・ホームルーム活動に（3）

「1人1人のキャリア形成と自己実現」が設けら

れ、「キャリア・パスポート」の活用もはじま

りましたが、VUCA時代に突入する中でどのよう

に児童生徒を意思決定に導くか、試行錯誤が続

いています。こうした状況を打開するには、国

際的なキャリア・ガイダンスの理論や実践を理

解した上で、それを日本独自の文脈において活

用していくことが求められます。世界の学術的

知見を踏まえて、日本のこれまでの実践を見直

し進化させていくことによってこそ、国際的に

開かれた「日本型キャリア教育モデル」として

のTokkatsuを構築することができるのではない

でしょうか。

　以上のような問題意識のもと、本授業では、

James A. Athanasou and Harsha N. Perera

(2019). International Handbook of Career

Guidance (Second Edition) をテキストとし

て、毎回担当者を決めて、翻訳・プレゼンテー

ションをしてもらいます。本書は、主に国際

キャリア教育学会（IAEVG）で活躍する研究者50

名以上が参加して作成された国際ハンドブック

の第2版である。キャリア・ガイダンスの歴史、

政策、理論、実践、評価、研究方法などに関す

る38の論考が集録されており、各国において活

用されている。一方で、序文で強調されている

教室：人間系学系B棟

520

01ED472と同一。

0ATAA2

7
教師教育学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
火4 朝倉 雅史

教師教育に関する実践と研究の動向を学ぶ中

で、主要な論点と研究課題について理解するこ

とを目指す。特に、教師教育に関わる政策・制

度・文化の変遷と教師教育研究の展開を同時に

把握するための資料収集と文献講読を行う。具

体的には、教員養成・採用・研修に関わる政策

文書や各種調査報告書、その他の資料をもとに

実践的な動向を把握する。さらに教師教育研究

に関するいくつかの基本的文献を講読しなが

ら、それらの内容を批判的に吟味していく。こ

れらの作業を通じて、教師教育に関わる実践と

研究の相互関係をつかむと同時に、今後の重要

な研究課題について考えを述べられるようにな

ることを目標とする。

教室：人間B520

西暦偶数年度開講。

0ATAA3

0
教育政策学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木3

本授業では、教育政策の理論や研究動向を検討

し、現代の教育政策について考察を行う。具体

的には、まず、教育政策の動向を理解し、分析

するうえで有益となる概念、政策選択の対立

軸、研究の知見などについて、テキストの講読

を通じて学ぶ。加えて、そうした視点も参照し

ながら、関連するトピックを取り上げた文献を

検討し、さらに理解を深めていく。これらを通

じて、現代の教育政策を多角的に深く分析し、

今後の課題や展望を考察することを目指す。

教室：人間B516

西暦偶数年度開講。
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0ATAC0

1
教育臨床学特講 1 2.0 1・2 通年 応談

学校教育および家庭や社会が抱える教育にかか

わる問題,児童生徒の問題について、問題の理解

(データの見方)、分析の仕方(データ処理)、メ

カニズムの理解と解明、問題解決に向けた援助

方法について学ぶ。具体的には、児童生徒理

解、問題理解、そのための研究的アプローチ(関

係資料の収集、論文・データの見方、データ処

理の仕方、問題のメカニズムの解明と考察 )で

授業を構成する。教育臨床学的見地からどのよ

うに問題を解明・理解し、課題解決にむけた仮

説をたてるのか、について学ぶ。

0ATAC0

2
教育臨床学演習 2 2.0 1・2 通年 応談

学校教育および家庭や社会が抱える教育にかか

わる問題,児童生徒の問題について、問題の理

解,問題のメカニズムの理解、問題解決に向け

た、援助の方法について学び,これを身につける

ことが主な目的である。具体的には問題解明と

解決に向けたアプローチ( 教育現場における問

題の解決と援助に向けた実践)から授業を構成す

る。教育臨床の現場においてどのように問題を

解明・理解し、問題解決にむけて仮説をたて,支

援につなげいかに実践するかを学ぶ。

01ED527と同一。
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAB0

1
学校教育論 1 2.0 1・2 秋AB 火5,6 8B210 藤井 穂高

本授業のテーマは「学校教育の制度論」であ

る。到達目標は、学校教育制度に関する今日的

な基本課題について学術的な根拠をもとに説明

できること、及びその課題について受講生が自

分なりの考えを深めることができることであ

る。学校教育に対しては様々なアプローチが可

能であるが、本授業は、学校教育を「枠づけて

いるもの」(すなわち制度)という観点から、学

校教育の基本課題を取り上げ、検討する。な

お、本授業は2コマ続きであり、1コマ目は受講

生による報告・協議を含む「協調学習」の方法

をとる。

協調学習の授業形態

をとっているので、

受講の選択の際には

参加型の授業である

ことに注意すること

対面

0ATAB0

2
学校心理学 1 2.0 1・2 春AB 水1,2 8B210 飯田 順子

授業の目標は、次の4つである。

1学校心理学の基礎概念について理解する。

2学校心理学が扱う領域に含まれる様々なトピッ

クについて理解を深める(不登校、発達障害な

ど)。

3学校心理学のなかで行われている最新の研究に

ついて学ぶ。

4心理教育的援助サービスの技法(アセスメン

ト、カウンセリング、コンサルテーション)を学

ぶ。

 子どもが出会う問題状況の解決や成長の促進を

目指す援助サービスの理論と実践を支える学問

体系である学校心理学について、その理論や心

理教育的援助サービスの実際について講義で学

ぶと同時に、学校心理学の中心概念である「援

助サービス」についてロールプレー等を交えて

実践力を高める。

0ATB132と同一。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAB0

3

スクールリーダシップ

論
1 2.0 1・2 春AB 月1,2 8B210 濱田 博文

小・中・高等学校・特別支援学校等を組織とし

て捉えることの意味を理解し、学校組織の特徴

を踏まえた有効なリーダーシップのあり方につ

いて理論的・実践的な知見を獲得することを目

標とする。具体的には、現代の小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校等における学校経

営の課題を学ぶとともに、最近の研究成果に基

づいて、学校組織の特性を踏まえたリーダー

シップのあり方について考察する。学校を「組

織」として捉える意義と、組織としての学校の

特性・独自性を確かめ、実践事例を検討するこ

とを通じて、学校経営の改善を推進するために

有効なリーダーシップの条件について考えた

い。

対面

0ATAB0

4
青年の発達 1 2.0 1・2 秋AB 火1,2 8B204 佐藤 有耕

授業の目標は、次の3つと発展的な目標になる。

1青年、青年期、青年心理学についての理解を深

めること

2青年心理学の研究パラダイムについて理解する

こと

3青年の発達を理解するための多様な観点を身に

つけること

 発展的には,青年の発達に関する学習を通して,

青年に対する理解と支援の水準を上昇させるこ

と。

 このために、青年心理学に関する重要な文献を

教材として、青年の発達に関する知見を深め

る。少人数で実施し、発表や討論などを活発に

行う学生参加型の授業とする。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

専門基礎科目(次世代学校教育創成サブプログラム・学校教育領域・SL分野)
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0ATAB0

5
国際・多文化教育論 1 2.0 1・2 秋AB 木1,2 8B210

タスタンベコワ

クアニシ

学校で多文化状況(外国人、「障がい」を持った

子どもなど)が進む中で、形式的平等・実質的平

等/平等(equality)と「公正さ」(equity)をテー

マにして、望ましい資源配分や対応の在り方を

考えることができる資質・能力を身につけるこ

とを目標とする。

 国際・多文化教育は公正のための教育(Equity

pedagogy)である。多様な文化的背景(障がいの

有無、性別、民族、言語、宗教など)をもつ子ど

もが学校において直面する問題を事例として取

り上げ、形式的平等・実質的平等/平等

(equality)・「公正さ」(equity)、「合理的配

慮」の観点から検討を加え、具体的な対応を考

える。事例ごとに受講生をグループ分けし、順

次発表及び討論をしていく形態をとる。

対面

0ATAB0

6
生涯学習論 1 2.0 1・2 春AB 金3,4 上田 孝典

社会教育・生涯学習に関する最新動向について

学ぶことで、学齢期だけでなく人生を通じた教

育や学習の意義と役割について理解を深める。

具体的には、社会教育法の改正、地方自治体に

おける社会教育・生涯学習行政の改編、学校と

家庭・地域の連携をめぐる政策動向、ボラン

ティアや市民活動などの市民セクターによる住

民自治や地域づくり実践、社会教育施設や職員

の現状などについて理解を深める。また、

UNESCOをはじめとする諸外国の生涯学習や途上

国におけるノンフォーマル教育の実践的展開を

踏まえながら、SDGsをめぐる将来展望について

も考察する。

1-5限。オンライン。

対面

0ATAB0

7
道徳と人権 1 2.0 1・2 通年 応談 田中 マリア

道徳教育と人権教育に関する基本的な知識理解

を深めながら、国際社会における日本の価値教

育の在り方について、新しい地平を拓いていこ

うとする態度と技能を獲得することを目標とす

る。具体的には、道徳教育の現代的諸課題につ

いて、とりわけ人権教育と関係するテーマに関

して、講義、討議、アクティビティ、グループ

ワークなど多様なアプローチ方法を使って学習

しながら、今日、国際社会のなかで求められる

日本の価値教育のあるべき姿について考える。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAB0

8

心理教育的アセスメン

ト
3 2.0 1・2

夏季休業

中
集中 宮崎 圭子

心理教育的援助におけるアセスメントでは、

「理解する、対策を立てる、対処する」という

プロセスをくりかえしながら、よりよい援助の

方向性をたえず模索していく過程が重要な位置

を占める。この授業では、面接、主だった心理

テスト等を通して、対象者自身および対象者と

面接者の関係、さらには対象者の関わる環境を

視野に入れたアセスメントの方法について検討

する。

 前半では、心理教育的アセスメントとは何かの

概要を述べる。その後、主だった心理テスト(知

能テスト、性格テストを中心に)を通してのアセ

スメントの方法、及び報告書作成とその際の注

意事項を議論し学習する。その後、面接を通し

てのアセスメントの方法を学ぶ。実際に視聴覚

教材を用いて、あるカウンセリング面接のクラ

イエントを変化をアセスメントする。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

8/30-31, 9/5-6

0ATAB1

1
学校の社会学 1 2.0 1・2 春AB 木3,4 8B204 德永 智子

社会的カテゴリーの視点(階層、エスニシティ、

ジェンダーなど)から国内外の教育政策・実践の

可能性と課題について考察し、公正でインク

ルーシブな学校教育のあり方について議論を深

めることを目的とする。具体的には、社会的包

摂・排除、マジョリティ・マイノリティ、イン

ターセクショナリティ、差別と共生、統合と包

摂、居場所、特権、当事者主権、多文化教育な

どのキーワードを掘り下げながら、マイノリ

ティの視点から学校教育を問い直す。毎回、学

生が文献に基づく報告をし、全員で討論する。

対面
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0ATAB1

2
学校安全と危機管理 2 2.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B210 堀井 啓幸

学校における安全・危機管理の基本的事項や原

理・原則を理解するとともに、子どもを取り巻

く今日的な状況を踏まえた学校安全と危機管理

の実践の在り方について考察することができる

ことを目標とする。具体的には、今日、学校や

教師が多様に求められている学校安全と危機管

理について、その背景やリスク・マネジメン

ト、クライシス・マネジメントの基本的事項を

理解する。その上で、事例検討を通して学校安

全と危機管理の在り方を受講生とともに考察し

たい。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。2-6限に実

施。

対面

0ATAB1

3
学校経営事例研究 1 2.0 1・2 春AB 火3,4 8B204 佐藤 博志

この授業では、学校経営の事例を行う。具体的

には、学校経営の事例、課題、展望について考

えることができること、学校経営に関して、国

際的視野を持って考察できること、教職の意

義、役割、職務、進路選択と教育に関する知識

を持つことを目指す。このために、日本と外国

における教育の理論、教職の意義と教員の役

割・職務内容、学校経営の理論と技法、学校経

営の実践事例を検討し、学校改革の在り方を考

察する。学校経営を中心としながら、教育政

策、教育経営、授業実践、教師研究、国際比較

研究も視野に入れて、現代の学校と教育をめぐ

る諸課題にアプローチする。事例研究の方法と

国際比較研究の方法についても検討する。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAB1

4
学習指導と授業 1 2.0 1・2

春A

春B

金5

金6

金5,6

8B204 樋口 直宏

授業中の教師や児童・生徒の行動や思考を観

察、分析することによって、すぐれた授業およ

び指導方法の特徴について考察することを目的

とする。これらを通して、授業を科学的に把握

するための基礎的能力を育成したい。

 本科目では、授業を構成する諸要素について、

先行研究を参考にしながらその概念を検討す

る。また、授業分析の歴史をはじめ、今日にお

ける授業分析法、刺激回想法、参与観察法等の

諸方法を習得する。必要に応じて、小・中・高

等学校等に赴いて観察や記録を行う機会を設け

るとともに、これまでのVTRや授業記録も活用す

る。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAB1

5
学習と学級の心理 1 2.0 1・2 秋AB 集中 8B210

佐藤 有耕,茂呂

雄二

学習のプロセスを最新の学習科学に基づいて理

解し、自らの授業実践にいかすことができるよ

うにすることを目標とする。そのために、最新

の学習科学の成果である状況的認知論から教室

での学習について考える。単なる座学ではな

く、様々な事例や課題を少人数で議論しなが

ら、状況的認知の理解を進めて行く。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。いずれも時

間は２限から６限ま

で。

対面

0ATAB1

6
学校臨床心理 1 2.0 1・2 秋AB 火3,4 8B210 沢宮 容子

主に児童期後半から青年期にかけて好発する心

理・社会的不適応の諸問題に関し、学校という

場における臨床心理学的な対応の仕方を、内外

の文献の精読を通じて、学習する。具体的に

は、不登校、いじめ、非行、学校ストレス、抑

うつ、不安障害などの不適応と、それらに対す

る心理教育プログラム等について学ぶ。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

オンライン(同時双方

向型)
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAH0

1
英語教育研究方法論 1 2.0 1・2 秋AB 金3,4 名畑目 真吾

英語教育研究におけるデータの収集や解析など

の方法論について理解を深めることを目的と

し、統計の基礎知識から様々な量的分析の方法

を学び、統計ソフトによって実践できることを

目指す。具体的には,記述統計及び推測統計の基

礎知識や、相関分析,t検定,分散分析,因子分析

といった外国語教育研究で広く用いられている

統計手法について学ぶ。さらに、統計フリーソ

フトRについても扱い、基礎的な統計手法や応用

的な使用方法までをRで行うことができるように

する。

コンピューターを

使った統計分析を実

践することから，

Teamsを使ってオンラ

イン(同時双方向型)

で実施する。資料等

の配布もTeamsで一括

して行う。履修者が

限られることから,授

業の出席は授業中の

受講者の発表等を通

じて行う。成績評価

は討議への参加や毎

回の課題を総合して

行う。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

統計分析やデータ解

析に関心があれば，

他分野の学生の受講

も受け入れる。

0ATAH0

2
英語教育学習論 1 2.0 1・2 春AB 火5,6 名畑目 真吾

第二言語の習得や処理に関する書籍や文献を講

読し、第二言語習得の特徴やその指導法につい

て理解・議論する。具体的には、構文学習や用

法基盤モデルといった近年着目されている言語

習得理論を中心に様々な研究成果を概観し、指

導への示唆を理解する。また、そのような先行

研究によって得られた知見をもとに国内の小学

校、中学校、高等学校における英語教育の実践

について理論的・批判的に捉え、英語教育の理

論と実践について自身の考えを深めることを目

指す。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAH0

3
英語教育内容論 1 2.0 1・2 春AB 火4,5 名畑目 真吾

第二言語理解や処理における特定の技能や要因

に関する書籍・文献を講読し、 第二言語理解や

処理、その指導法について理解・議論する。具

体的には、リーディングであればその認知処理

や動機づけ、指導とカリキュラム、評価方法な

どについて扱う。また,そのような先行研究に

よって得られた知見をもとに国内の小学校、中

学校、高等学校における英語教育の実践につい

て理論的・批判的に捉え、英語教育における特

定の技能や要因に関する自身の考えを深めるこ

とを目指す。

西暦奇数年度開講。

0ATAH0

4
英語教育実践論 1 2.0 1・2 秋AB 金3,4 名畑目 真吾

英語教育の実践的な知識を学び、多様な指導環

境や児童・生徒の学びの特徴について理解す

る。具体的には、国内の小学校、中学校、高等

学校における英語教育の目標や教材について理

解するとともに、各校種の授業見学あるいは映

像視聴を行い、より良い英語授業の実践につい

て理論的・批判的に自身の考えを深める。そし

て、模擬授業の設計、実施、振り返りを通し

て、各校種の英語の授業づくりと実践に必要な

知識と技術を身に付けることを目指す。なお、

学校現場への授業見学を行う場合は開講曜時限

によらないので留意すること。

西暦奇数年度開講。

専門基礎科目(学校教育領域・英語教育分野)
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAJ0

1
芸術科教育特講a 1 1.0 1・2 春AB 水3

芸術

B234
石﨑 和宏

芸術教育に関する基本文献を講読して今日的な

課題を概観し、その解決のためのさまざまなア

プローチを理解することができること、特に、

芸術教育に関する学会誌に掲載された論文をレ

ビューし、その方法論の特徴、成果と課題を明

確化できることを目標とする。そのために、

『美術教育学』等の学会誌論文の中から、芸術

教育におけるディシプリンや今日的課題 、 <新

しい能力>概念と芸術教育、芸術教育における能

力観、芸術教育におけるイメージリテラシー 、

学習科学と芸術教育等に関わるテーマを選び、

その目的、方法、結果を要約し、そこから発展

する問いを提案し議論する。また、各自がレ

ビューした論文や授業で取り扱った論文を総括

して考察する。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

2
芸術科教育特講b 1 1.0 1・2 秋AB 水3 石﨑 和宏

芸術教育に関する基本文献を講読して今日的な

課題を概観し、その解決のためのさまざまなア

プローチを理解することができること、特に、

芸術教育に関する学会誌に掲載された論文をレ

ビューし、その方法論の特徴、成果と課題を明

確化できることを目標とする。そのために、

『美術教育学』等の学会誌論文の中から、描画

表現における発達、表現・鑑賞学習への動機づ

け、芸術学習における転移、芸術学習における

メタ認知、鑑賞スキルとその発達等に関わる

テーマを選び、その目的、方法、結果を要約

し、そこから発展する問いを提案し議論する。

また、各自がレビューした論文や授業で取り

扱った論文を総括して考察する。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

3

芸術科教育実践論演習

a
2 1.0 1・2

近年の教育実践研究における質的研究の方法に

注目し、その基本的概念と手順について理解を

深め、芸術科教育での課題に対する各自の問題

意識と対応させた方法を習得することを目標と

する。そのために、芸術科教育実践における今

日的な課題を解決するための質的アプローチの

基本的概念について、仮説と理論の関係、リ

サーチクエスチョンの設定、分析ワークシート

の作成、理論生成のプロセス等の視点から理解

し、実践におけるさまざまな問題の背景要因の

分析と問題解決のための理論モデル生成の手法

について演習する。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAJ0

4

芸術科教育実践論演習

b
2 1.0 1・2

近年の教育実践研究における質的研究の方法に

注目し、その基本的概念と手順について理解を

深め、芸術科教育での課題に対する各自の問題

意識と対応させた方法を習得することを目標と

する。そのために、芸術科教育実践における今

日的な課題を解決するための質的アプローチの

基本的概念について、協調学習における理解深

化プロセス、パフォーマンス評価による学びの

可視化、対話型鑑賞における鑑賞者同士の学習

支援等の視点から理解し、実践におけるさまざ

まな問題の背景要因の分析と問題解決のための

理論モデル生成の手法について演習する。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

専門基礎科目(学校教育領域・芸術科教育分野)
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0ATAJ0

5
芸術鑑賞論a-1 1 1.0 1・2 春AB 火3

芸術

B234
石﨑 和宏

芸術鑑賞の教育研究に関わる先行文献をレ

ビューし、それらで検討された具体的な研究方

法と得られた知見について考察し、鑑賞教育研

究の多面的な方法を理解することを目標とす

る。そのために、芸術鑑賞に関わる各自のリ

サーチクエッションに基づいた独自な調査方法

をパイロットスタディとして開発し、その分析

結果と考察を発表し、レポート(論文形式)でま

とめる。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

6
芸術鑑賞論a-2 1 1.0 1・2 秋AB 火3

芸術

B234
石﨑 和宏

人々は芸術作品をどのように理解するのかとい

う問いにかかわる先行研究の検討や事例分析を

通して、芸術鑑賞に関する方略的な知見を習得

し、それらの知見を活用した芸術教育での学習

方策を開発できることを目標とする。そのため

に、芸術作品の鑑賞プロセスでの思考や概念の

変化を事例ごとにマッピングし、パーソンズ

(Parsons,M.)の発達理論と対比しつつ、芸術鑑

賞におけるスキルやメタ認知のとらえ方につい

て、鑑賞文からのスキル分析や鑑賞における思

考の構造化の視点から検討し、芸術教育におけ

る実践への具体化を考察する。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

7
芸術鑑賞論b-1 1 1.0 1・2

　人々は芸術品からの個人的な意味づくりをど

のようにできるのか。この問いにかかわる鑑賞

の機能や課題について考察する。対話型鑑賞の

手法を通して、具体的な事例の分析を試みる。

芸術鑑賞における「視覚」と「言葉」がどのよ

うに作用するのかという問いに関わる事例演習

を通して、鑑賞の個人的な意味づくりについて

の議論を深めていく。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAJ0

8
芸術鑑賞論b-2 1 1.0 1・2

　人々は芸術をどのように理解するのか。その

問いにかかわる研究成果を検討しつつ、美術教

育における鑑賞教育の方法論を考察する。特に

解釈や判断等の思考過程に注目し、その過程で

葛藤やジレンマ、意味の生成、論争などを促す

方法について検討する。さらに美術的な思考の

深化を促すプランを立案・実践し、議論する。

教室：芸術B234。対

面、ただし状況によ

りオンライン(同時双

方向型)に変更の可能

性あり。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAK0

1
保健体育教育内容論 1 3.0 1・2

春AB秋

AB

春C秋C

金2

集中
宮崎 明世

保健体育科の教材について、教材開発と学習指

導の実践及び研究に関する基礎知識を身につけ

る。各種運動領域の教材、学習及び学習指導に

関する開発・実践及び研究に関する知識を踏ま

えて、教材及び単元計画の開発、学習過程及び

指導方法の開発、開発した教材、単元計画、指

導方法を検証するための研究を計画できるよう

になることを目標とする。具体的には、保健体

育科の教材について基本的理論を学ぶ。各種運

動・スポーツ種目のトレーニングと指導法に関

する知識を踏まえて、教材を開発する。

0ATAK0

2

保健体育教育実践論演

習I
2 1.0 1

春季休業

中
集中

宮崎 明世,関野

智史

教育実習において実習生が直面する問題を理解

し、問題解決の助力と指導計画の指導を通じて

自らの授業計画、運営能力を身につけることを

目標とする。具体的には、筑波大学附属小学

校・中学校・高校と連携し、保健体育科の教育

実習生の事前指導を観察、補助することを通じ

て、保健体育科の授業作り、教材作り、学習指

導、評価に関する知識を学校現場でどのように

活用し実践するのか、保健体育科の教育実習生

が直面する課題とその解決方法を理解し、学習

指導並びに授業改善に必要な知識と実践力を身

につける。

3/22（火）9:00-（対

面）

体育研究棟B407セミ

ナー室

3/22

対面

専門基礎科目(学校教育領域・保健体育教育分野)
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0ATAK0

3

保健体育教育実践論演

習II
2 1.0 2 春AB 集中 宮崎 明世

教育実習の準備段階で実習生が直面する問題点

を理解し、指導案作成の指導を通じて自らの授

業計画、運営能力を身につけることを目標とす

る。具体的には、筑波大学附属小学校・中学

校・高校と連携し、保健体育科の教育実習生が

教育実習前に行う観察実習および指導案作成を

観察、補助することを通じて、保健体育科の授

業作り、教材作り、学習指導、評価に関する知

識を学校現場でどのように活用し実践するの

か、保健体育科の教育実習生が直面する課題と

その解決方法を理解し、学習指導並びに授業改

善に必要な知識と実践力を身につける。

授業はいずれも11:25

－15:00

4/15,22,5/6,13,14

対面

0ATAK0

4

保健体育教育実践論演

習III
2 1.0 2 春AB 随時 宮崎 明世

教育の現場で実習生が直面する問題点を理解

し、指導案作成の指導を通じて自らの授業計

画、運営能力を身につける。実習校の指導教員

の実習生への指導を、自らの授業力の向上に役

立てることを目標とする。具体的には、筑波大

学附属小学校・中学校・高校と連携し、保健体

育科の教育実習生の指導を観察、補助すること

を通じて、保健体育科の授業作り、教材作り、

学習指導、評価に関する知識を学校現場でどの

ように活用し実践するのか、保健体育科の教育

実習生が直面する課題とその解決方法を理解

し、学習指導並びに授業改善に必要な知識と実

践力を身につける。

0ATAK0

5

保健体育カリキュラム

論
1 1.0 1・2 春AB 木2 宮崎 明世

現在の学校に対する社会的な要請や、児童生徒

のニーズを理解する。その上で課題やニーズに

対応した、小・中・高校段階のカリキュラムを

設定できる力を身につける。また、体育の目標

と内容について学び、カリキュラムモデルを理

解することを目標とする。具体的には、教科と

しての体育の意義と学習すべき内容を理解し、

発達段階に応じたカリキュラムを考える。学校

段階に応じたカリキュラムの考え方を学び、さ

まざまなカリキュラムモデルを理解し活用でき

るようになる。

0ATAK0

6
保健体育授業づくり論 1 1.0 1・2 秋AB 木4 宮崎 明世

より良い体育授業を行うための、授業計画、教

材を活かす学習過程の設計、授業中の肯定的雰

囲気と運動学習の勢いをつくり出すマネジメン

トと教授行動などについて考えることができる

こと、実現可能な指導計画、教材の考え方を身

につけ、良い保健体育授業が行えるようになる

ことを目標とする。具体的には、保健体育の授

業づくりの基礎をふりかえり、さらに実践的な

考えの下に年間計画、単元計画、指導計画づく

りを検討する。今、この時代に求められる保健

体育授業、学校のあり方について考える。より

良い体育授業を行うための、授業計画、教材を

活かす学習過程の設計、授業中の肯定的雰囲気

と運動学習の勢いをつくり出すマネジメントと

教授行動について検討する。
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAD0

1
国語科教育学a 1 1.0 1・2 春AB 木5 8B406 勝田 光

国語科の目標、内容、方法に関する研究水準に

基づいて、今日的な課題について討議を行い、

解決策を検討する。具体的には、国語学習指導

の意義、国語科の目標と内容、学習者の把握と

指導計画作成の観点、話すこと・聞くことに関

する授業づくりの方法、書くことに関する授業

づくりの方法、読むことに関する授業づくりの

方法、伝統的な言語文化と国語に関する事項の

内容、国語科における評価の方法、国語科をと

りまく課題について討議する。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD0

2
国語科教育学b 1 1.0 1・2 秋AB 木5 8B406 勝田 光

PISA、全国学力・学習状況調査などの評価方

法、また、アクティブ・ラーニングなど、現在

の国語教育を取り巻く問題を取り上げて関連資

料に基づき討議を行い、対応策を検討する。具

体的には、PISA2000のもたらした課題、全国学

力・学習状況調査、高等学校・大学の入試問

題、読解力向上プログラムの背景、「新しい学

力観」の帰趨、学校教育における言語活動の位

置づけをめぐる議論、アクティブ・ラーニング

の諸問題、FD活動の課題などについて討議す

る。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD0

3
国語科教育史研究a 1 1.0 1・2 春AB 火6 8B406

長田 友紀,甲斐

雄一郎

筑波大学附属中央図書館所蔵の学制期以降の教

科書を用いつつ、国語科の成立過程における教

材選択および構成の推移を初等教育と中等教

育、国語関連教科と他教科、国語科成立前と後

などの観点によって検討する。具体的には、国

語科の教科内容を決定する要素と検討資料、学

制期の教科書、教育令期の教科書における初等

教育と中等教育の関連,第一次学校令時の教科書

制度と初等教育と中等教育の関連、初等教育に

おける国語科の成立と第二次学校令期との間の

連続性の有無、第三次学校令期における初等教

育と中等教育の関連、古典教育・文学教育の起

源について、作文教育における課題の変化とそ

の要因、教科書にみる国語科と他教科との関連

について討議する。

対面

0ATAD0

4
国語科教育史研究b 1 1.0 1・2 秋AB 火6 8B406

長田 友紀,甲斐

雄一郎

国語教育の実践理論史上には時を隔てた類同性

を見出すことができる。それらに関して問題の

構造を解明し、解決のための方途を討議する。

具体的には、国語科の教育史における時を隔て

た類同性に着目することの意味、他教科と国語

科の異同を議論する観点、国語科成立時におけ

る「話し方」教授の位置づけからみる話すこ

と・聞くことの問題、明治末期における発表教

授不振の要因と随意選題論の成立、学習法の提

唱とアクティブ・ラーニング、調べる綴り方と

教育課程の問題、調べる綴り方と国語単元学

習、第一次・第二次学習指導要領と国語単元学

習、第三次・第四次学習指導要領と第七次・第

八次学習指導要領、第五次・第六次学習指導要

領と第九次学習指導要領などについて討議す

る。

対面

専門基礎科目(国語教育領域）
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0ATAD0

5

国語科教育実践論研究

a
2 2.0 1・2

国語科教育の代表的実践理論を概観した上で、

それぞれの領域の授業分析事例について討議

し、分析対象とする授業計画や調査計画を立案

する。具体的には、国語科授業分析の概説、国

語科教育実践理論の代表的研究(読むことの教

育、書くこと教育、話すこと・聞くことの教

育、言語事項の教育、伝統的な言語文化の教育)

を概観した上で、国語科授業分析研究の代表的

研究 演習発表(読むことの教育、書くこと教

育、話すこと・聞くことの教育、言語事項の教

育、伝統的な言語文化の教育)を行う。その上で

国語科授業分析の目標および指導内容に関する

考察をする。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

対面

0ATAD0

6

国語科教育実践論研究

b
2 1.0 1・2

研究授業を院生が自ら企画立案したものを実際

の教室で実施する。実施後は、授業中の学習者

のデータを記録・分析したものを報告書にまと

める。具体的には、、国語科授業分析の調査法

方法の考察、国語科授業分析における評価方法

の考察をし、独自の授業案の作成や模擬授業の

実施および分析をする。授業分析についての復

習、ワークシートの作成、ワークシートの検

討、アンケート用紙の作成、アンケート用紙の

検討をしたうえで、研究授業の実施、研究授業

の振り返り、調査データの分析と考察、授業研

究調査報告書の作成をする。

実地指導を含む。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

対面

0ATAD0

7
表現教育論a 1 1.0 1・2

春AB

春C秋

ABC

集中 8B406 長田 友紀

国語教科書における表現領域の教材を確認した

うえで、表現トレーニングを受講することで各

自の表現のスキルや能力を向上させる。具体的

には、言語表現論の概説、国語教育における言

語表現、教科書に見る言語表現(話すこと・聞く

こと)、教科書に見る言語表現(書くこと)、言語

表現トレーニング(話すことの基礎)、言語表現

トレーニング(話すことの応用)、言語表現ト

レーニング(書くことの基礎)、言語表現トレー

ニング(書くことの応用)、言語表現の振り返り

の方法などについて討議する。

実地指導を含む。

西暦偶数年度開講。

詳細後日周知。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD0

8
表現教育論b 1 1.0 1・2

春ABC

秋AB

秋C

集中 8B406 長田 友紀

日本における表現教育の主要な事例を歴史的に

振り返った上で、特に大村はま実践における事

例を討議する。具体的には、言語表現に関する

実践事例(戦前)、言語表現に関する実践事例(昭

和)、言語表現に関する実践事例(平成)、大村は

まにみる表現教育の方法(スピーチ)、大村はま

にみる表現教育の方法(インタビュー)、大村は

まにみる表現教育の方法(話し合い)、大村はま

にみる表現教育の方法(説明的文章)、大村はま

にみる表現教育の方法(文学的文章)、大村はま

にみる表現教育の方法(総合的な単元)について

討議する。

西暦偶数年度開講。

詳細後日周知。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD0

9
文学教育論a 1 1.0 1・2 通年 応談 石塚 修

国語科教育、とくに中等教育における文学に関

する教育についての基礎的な知見を身につけ、

中等教育の教員として求められる資質を高め

る。具体的には、文学とはなにか(総論)、文学

とはなにか(問題点)、文学を教育することの意

義(総論)、文学を教育することの意義(問題

点)、中学校における文学教育(総論)、中学校に

おける文学教育(問題展)、高等学校における文

学教育(総論)、高等学校における文学教育(問題

展)などについて討議する。

対面

0ATAD1

0
文学教育論b 1 1.0 1・2 通年 応談 石塚 修

国語科教育、とくに中等教育における文学に関

する教育についての応用的な知見を身につけ、

中等教育の教員として求められる資質を高め

る。具体的には、文学とはなにか(総論)、文学

とはなにか(問題点)、文学を教育することの意

義(総論)、文学を教育することの意義(問題

点)、中学校における文学教育(総論)、中学校に

おける文学教育(問題展)、高等学校における文

学教育(総論)、高等学校における文学教育(問題

展)などについて応用的な視点から討議する。

対面
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0ATAD1

1
古典教育論a 1 1.0 1・2 春AB 月3 石塚 修

国語科教育、とくに中等教育における古典に関

する教育についての基礎的な知見を身につけ、

中等教育の教員として求められる資質を高め

る。具体的には古典とはなにか(概説)、古典と

はなにか(問題点)、古典を教育することの意義

(古文)、古典を教育することの意義(漢文)、中

学校における古典教育(古文)、中学校における

古典教育(漢文)、高等学校における古典教育(古

文)、高等学校における古典教育(漢文)などにつ

いて討議する。

実地指導を含む。

対面

0ATAD1

2
古典教育論b 1 1.0 1・2 秋AB 月3 石塚 修

国語教育における古典分野について教員として

ふさわしい指導方法・指導内容を身につける。

具体的には、古典とはなにか(概説)、古典とは

なにか(問題点)、古典を教育することの意義(古

文)、古典を教育することの意義(漢文)、中学校

における古典教育(古文)、中学校における古典

教育(漢文)、高等学校における古典教育(古

文)、高等学校における古典教育(漢文)について

応用的な視点から討議する。それらをもとに古

典分野についてふさわしい教員像について考察

する。

実地指導を含む。

対面

0ATAD1

3

国語科リテラシー教育

論a
1 1.0 1・2 春AB 火2 8B406 島田 康行

国語教科書の教材を対象として、リテラシー教

育の考え方について実践的に学ぶ。具体的には

国語教育におけるリテラシーの考え方、学習指

導要領にみるリテラシー教育の思想、国語教科

書にみるリテラシー教育の可能性、「話すこ

と・聞くこと」の教材研究(1)中学校教科書か

ら、「話すこと・聞くこと」の教材研究(2)高校

教科書から、「書くこと」の教材研究(1)中学校

教科書から、「書くこと」の教材研究(2)高校教

科書から、「読むこと」の教材研究(1)中学校教

科書から、「読むこと」の教材研究(2)高校教科

書から、リテラシー教育の考え方に立つ国語教

育の在り方などについて概観する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD1

4

国語科リテラシー教育

論b
1 1.0 1・2 秋AB 火2 8B406 島田 康行

教材開発の視点と方法を学び、国語科各領域の

リテラシー教材開発を実践的に学ぶ。具体的に

は、リテラシー教育における教材の機能と役

割、教材開発の観点と方法、「話すこと・聞く

こと」の教材開発(1)プレゼンテーション、「話

すこと・聞くこと」の教材開発(2)メディアの活

用、「書くこと」の教材開発(1)説明と描写にお

ける修辞、「書くこと」の教材開発(2)論じると

いうこと、「読むこと」の教材開発(1)近現代の

文学的文章、「読むこと」の教材開発(2)古文・

漢文、「読むこと」の教材開発(3)「実用的な文

章」、総括 -リテラシー教育の考え方に立つ教

材開発のこれからについて討議する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD1

5
国語教育特講 1 1.0 1・2 秋C 集中 長田 友紀

各国の教育課程、PISAの結果、教科書の分析に

基づき、他国・地域と日本の母語教育における

共通点と相違点について討議する。具体的に

は、研究方法としての他国・地域との比較につ

いての概説、PISAの学習環境に関する結果につ

いて、PISAの読解リテラシーに関する結果につ

いて、各国・地域における母語教育の位置づ

け、中国における語文の教育内容、台湾におけ

る国語の教育内容、韓国における国語の教育内

容、東アジアにおける共通教材としての漢文、

他言語文化圏における古典学習の意義について

討議する。

詳細後日周知。

対面
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0ATAD1

6
国語科研究法 1 3.0 1・2

春AB秋

AB
応談 勝田 光,石塚 修

国語科の各領域に関する実践研究を収集し、今

日的な課題を把握すると同時に、現時点での達

成水準を理解する。また筑波大学所蔵の現職派

遣生の実践レポートを分析対象として、討議を

とおしてそれらを分析し評価するとともに自ら

提案するための方法を獲得する。その上で実際

に実践レポートを作成する。具体的には、国語

科の実践研究の水準を把握する意義とその方

法、実践研究のレビューの収集、レビュー記述

の観点、話すこと・聞くことの実践に関するレ

ビューの分析、などについて討議する。

全てオンライン

14条対応

0ATAD1

7
国語科研究法演習 2 3.0 1・2

春AB秋

AB
応談

稀代 麻也子,長

田 友紀

国語科における各領域(読むこと、書くこと、話

すこと・聞くこと、日本語の特質、伝統的な言

語文化(古文、漢文)でなされてきた代表的な研

究を概観した上で、各自でそれぞれの領域の研

究を調査し、討論する。また国語科教育におけ

る代表的研究方法を理解した上で、各自でそれ

ぞれの手法から一つを選び調査し演習発表を行

う。その際、研究方法だけでなく、各領域の指

導内容にも十分に注意を払い検討を進める。こ

れらをとおして国語科教育の研究法を向上させ

る。

全てオンライン

14条対応

0ATAD1

8
社会日本語論Ia 1 1.0 1・2 春AB 応談

矢澤 真人,今田

水穂

今後の日本社会における母語教育の必要性と,学

習者が身につけるべき言語能力,およびその指導

法について,主として日本語研究との関わりの中

から考察し,学習者を指導するための基本的な知

識や応用能力を習得する

多言語多文化社会,情

報化社会に対応した

言語能力や情報処理

能力を身につけるた

めに母語教育で習得

すべき事項について

検討する。

オンライン(オンデマ

ンド型). 対面

0ATAD1

9
社会日本語論Ib 1 1.0 1・2 春AB 木3 橋本 修

日本語を主な材料として、社会言語学の主要概

念について論じる。一部受講者による議論を含

む。具体的には、「母語」教育と「国語」教育

について、言語事項から見た国語科と英語科の

連携について、言語事項から見た国語教育と日

本語教育の連携について、多言語多文化社会に

おける言語情報の提供サービスについて、中学

校レベルで求められる言語情報と現在の中学生

向け国語辞典(分担報告を含む)、高等学校レベ

ルで求められる言語情報と現在の国語辞典(分担

報告を含む)、国語教育で求められる言語情報と

日本語教育で求められる言語情報について討議

する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD2

0
社会日本語論IIa 1 1.0 1・2 通年 応談 矢澤 真人

日本語研究と国語教育との目的や方法論の違い

を理解した上で、論理展開力の育成やアイデン

ティティ・共感力の育成のための母語教育のあ

り方と、それを支援する日本語研究のあり方に

ついて、具体的な事例をもとに検討していく。

今年度は主として、国語辞典と国語教育との関

わりについて考えて行く。

人文社会科学学位P言

語学SP「国語教育学

A」と共通

オンライン(オンデマ

ンド型). 対面

0ATAD2

1
社会日本語論IIb 1 1.0 1・2 通年 応談 矢澤 真人

日本語研究と国語教育との目的や方法論の違い

を理解した上で、論理展開力の育成やアイデン

ティティ・共感力の育成のための母語教育のあ

り方と、それを支援する日本語研究のあり方に

ついて、具体的な事例をもとに検討していく。

今年度は主として、多言語使用を前提とした基

盤的文法教育について検討する。

人文社会科学学位P言

語学SP「国語教育学

B」と共通

オンライン(オンデマ

ンド型). 対面

0ATAD2

2
古典日本語論Ia 1 1.0 1・2 春AB 火4 大倉 浩

高校で学んだ古典文法を、実例を確認し再検討

することで、暗記ではない過去の日本語の実態

に迫る。

場所は人社A207

対面

0ATAD2

3
古典日本語論Ib 1 1.0 1・2 秋AB 火4 大倉 浩

原本コピーを講読しながら、文献資料の扱い

方、語学的な問題のとらえ方、狂言という芸能

に関する知識など、日本語史研究の基本的な事

項にふれてゆく。

場所は人社A207

対面

0ATAD2

4
古典日本語論IIa 1 1.0 1・2 春AB 応談 大倉 浩

狂言諸台本の日本語史料としての位置づけを本

質的に考える。その手がかりとして江戸期の版

本狂言記を他台本と比較して読む。

対面
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0ATAD2

5
古典日本語論IIb 2 1.0 1・2 秋AB 木3 橋本 修

文法に重点をおいた、日本語史の基本的概念、

基本的知識の習得、定着を行ったのち、応用的

な議論を行う。具体的には、国語教育と情報教

育(ガイダンス)、規範的な日本語と実際の日本

語、コーパスと日本語の分析、各種日本語コー

パスとその利用法について、国語科教科書に記

載された文法事項の記述の検証(分担報告を含

む)、国語科教科書に記載された表記事項の記述

の検証(分担報告を含む)、教科書の使用語彙に

関する分析(分担報告を含む)、日本語教科書の

記述の検証(分担報告を含む)、国語辞書の記述

内容の検証(分担報告を含む)について討議す

る。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD2

6
現代日本語論Ia 1 1.0 1・2 春AB 火5 田川 拓海

日本語研究における活用および関連諸現象の位

置付け・分析方法について、これまでの研究に

おける取り扱いを整理することによって主要な

論点と立場を洗い出す。また、自ら形態現象を

分析する際のデータの収集・分析方法について

も、実際の作業を通して検討する。具体的に

は、形態論と文法・音韻論、日本語の活用研究

史、活用(1): 活用と述部複合体、活用(2): 語

の範囲と形態論的カテゴリー、活用(3): 付加と

対立、活用(4): 連用形の分布、活用(5): 未然

形の位置づけ、同形性と補充、日本語の諸方言

の活用などについて討議する。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0ATAD2

7
現代日本語論Ib 1 1.0 1・2 秋AB 火5 那須 昭夫

現代日本語の音声・音韻のしくみについて、自

立拍の特性ならびに各行の音声・音韻の特徴を

中心に学ぶ。音韻史に関する知識についても扱

う。具体的には、現代日本語の拍体系、カ行・

ガ行の音声・音韻、サ行・ザ行の音声・音韻、

タ行・ダ行の音声・音韻、ハ行・バ行・パ行の

音声・音韻、マ行・ナ行の音声・音韻、ヤ行・

ワ行の音声・音韻、ラ行の音声・音韻、ア行(母

音)の音声・音韻、などについて討議する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD2

8
現代日本語論IIa 1 1.0 1・2 通年 応談 田川 拓海

日本語研究における語構成の位置付け・分析方

法について、これまでの研究における取り扱い

を整理する。また、自ら形態現象・語彙を分析

する際のデータの収集・分析方法についても、

コーパス等を用いた実際の作業を通して学ぶ。

具体的には、形態論と文法・音韻論、日本語に

特徴的な語構成、語構成(1): 複合動詞、語構成

(2): 動詞由来複合語、語構成(3): 複合形容

詞、語構成(4): 接辞と品詞、語構成(5): 語種

と外来語研究、語構成(6): 外来語動名詞の分布

と分類、コーパスを用いた形態論・語彙研究、

などについて討議する。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0ATAD2

9
現代日本語論IIb 1 1.0 1・2 秋AB 応談 那須 昭夫

現代日本語の韻律のしくみや特徴について理解

を深め、音韻ならびに表記にかかわる国語教育

上の諸課題について考察する力をつける。また

国語教育の問題についても応用的に考える。具

体的には、日本語の拍と音節、撥音の音声と音

韻、促音の音声と音韻、長音の音声と音韻、特

殊拍と表記、共通語アクセント、名詞アクセン

トの特徴、活用語アクセントの特徴、複合語ア

クセントの特徴、付属語アクセントの特徴、清

濁の対立と音韻現象などについて討議する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD3

0
日本文学研究Ia 1 1.0 1・2 春AB 木4 吉森 佳奈子

『源氏物語』注釈史が、諸本の問題に不可分に

かかわることを具体的に見、異文発生がケアレ

スにではなく、必然として生じた問題について

あきらかにすることをこころみる。異文が思想

史的な問題を考察する糸口にもなり得ることに

ついて解説する。具体的には『源氏物語』注釈

史概説(古注)、『河海抄』、『源氏物語』注釈

史概説(旧注)、『花鳥余情』、『源氏物語』注

釈史概説(旧注)、連歌師、中世における『源氏

物語』享受、能、『源氏物語』の諸本などにつ

いて討議する。

場所は中央図書館古

典籍室

対面
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0ATAD3

1
日本文学研究Ib 2 1.0 1・2 秋AB 木4 吉森 佳奈子

『源氏物語』注釈史のなかでも、近代以降、そ

の意味、『源氏物語』理解のための必要性、が

見えにくくなっている注釈書を中心にとりあげ

て、それらがどのような時空のなかで生きてい

たのか考え、わたしたしがうしなってしまった

ものの所在をあきらかにすることをこころみ

る。具体的には中世の『源氏物語』注釈、『河

海抄』、中世の『源氏物語』注釈、『仙源

抄』、『源氏物語』注釈史と字書、『節用

集』、近世の『源氏物語』、契沖、賀茂真淵、

注釈書の諸本についてなどについて討議する。

場所は中央図書館古

典籍室

対面

0ATAD3

2
日本文学研究IIa 1 1.0 1・2 春AB 応談 吉森 佳奈子

虚構の物語作品である『源氏物語』が、注釈史

のある時期に歴史記述によって注されてきた状

況を具体的に見る。あわせて、『源氏物語』注

釈書にのみ伝承される歴史記述のゆくえを見、

官撰国史断絶後、歴史はどのように記されたか

という問題についても考える。具体的には年代

記類概説、官撰国史、類書と歴史記述。『二中

歴』、『源氏物語』注釈書所引の歴史記述、

『帝王編年記』、『源氏物語』注釈書所引の歴

史記述、『神皇正統記』、などについて討議す

る。

対面

0ATAD3

3
日本文学研究IIb 2 1.0 1・2 秋AB 応談 吉森 佳奈子

主として近代以降の『源氏物語』研究におい

て、ジャンルが異なることから殆ど注目される

ことのなかった『三教指帰』注釈書類が『源氏

物語』注釈史の伝承と深くかかわることについ

て具体的に考察する。『源氏物語』が歴史記述

によって注された問題を解きあかすことをここ

ろみる。具体的には『源氏物語』注釈史概説、

古注、旧注、『源氏物語』注釈と私撰国史、

『一代要記』、『源氏物語』注釈と私撰国史、

『一代要記』と『大日本史』、『源氏物語』注

釈と『帝王編年記』、などについて討議する。

対面

0ATAD3

4
日本文学演習Ia 2 1.0 1・2 春AB 火3 8B406 馬場 美佳

日本近代文学のうち主に明治期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。具体的には明治初期の文学

について詳説、明治10年代の文学について―語

釈・注釈、明治10年代の文学について―、明治

20年代の文学について―語釈・注釈、明治20年

代の文学について、明治30年代の文学について

―語釈・注釈、明治30年代の文学について、明

治40年代の文学について―語釈・注釈、明治40

年代の文学についてなどについて討議する。

0ATAD3

5
日本文学演習Ib 2 1.0 1・2 秋AB 火3 8B406 馬場 美佳

日本近代文学のうち主に大正期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。具体的には大正前期の文学

について―語釈・注釈、大正前期の文学につい

て―討論、大正中期の文学について―語釈・注

釈、大正中期の文学について―討論、大正後期

の文学について―語釈・注釈、大正後期の文学

について―討論、大正期の韻文について―語

釈・注釈、大正期の韻文についてなどについて

討議する。

対面

050



0ATAD3

6
日本文学演習IIa 2 1.0 1・2 春AB 応談 8B406 馬場 美佳

日本現代文学のうち主に昭和期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。具体的には日本近現代文学

概説―昭和編、昭和文学詳説、昭和戦前期の文

学について―語釈・注釈、昭和戦前期の文学に

ついて―討論、昭和戦中期の文学について―語

釈・注釈、昭和戦中期の文学について―討論、

昭和戦後前期の文学について―語釈・注釈、昭

和戦後前期の文学について―討論、昭和戦後後

期の文学について―語釈・注釈などについて討

議する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD3

7
日本文学演習IIb 2 1.0 1・2 秋AB 応談 8B406 馬場 美佳

日本現代文学のうち主に平成期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。具体的には日本現代文学概

説―平成編、平成文学詳説、平成前期の文学に

ついて―語釈・注釈、平成前期の文学について

―討論、平成中期の文学について―語釈・注

釈、平成中期の文学について―討論、平成後期

の文学について―語釈・注釈、平成後期の文学

についてなどについて討議する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD3

8
日本文学表現論a 1 1.0 1・2 春AB 月6 8B406 谷口 孝介

日本文学の表現が中国文学との交渉を経て形成

される過程について考える。具体的には日本文

学の特性、『風土記』地名起原説明、『古事

記』の表記と表現、『万葉集』の表記、『万葉

集』の漢文表現、『万葉集』伝承歌の表現、嵯

峨朝文学の表現空間、漢詩と和歌との交渉、

「古今集」表現の形成などについて討議する。

これらを通して文学表現の独自性と中国文学と

の接触による形成過程を理解し、日本文学の表

現が中国文学との交渉を経て形成される過程に

ついて考える。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD3

9
日本文学表現論b 2 1.0 1・2 秋AB 月6 8B406 谷口 孝介

日本文学の表現規範を形成した平安時代の文学

表現について考える。具体的には菅原道真の漢

詩における比喩表現、『古今集』における漢と

和、『伊勢物語』におけるかな文形成、『竹取

物語』の試行錯誤、『土左日記』の冒険、『和

漢朗詠集』の季節感、王朝漢詩の成熟と日本

化、『源氏物語』と漢文表現、『源氏物語』の

文脈などについて討議する。これらの古典的表

現の形成過程を観察することで、文学表現の本

質について理解し、日本文学の表現規範を形成

した平安時代の文学表現について考える。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD4

0
中国文学研究a 2 1.0 1・2 春AB 火5 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の詩文を読む。 オンライン(同時双方

向型)

0ATAD4

1
中国文学研究b 2 1.0 1・2 秋AB 火5 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の南北朝の作品を読む。 オンライン(同時双方

向型)

0ATAD4

2
中国文学演習a 2 1.0 1・2 通年 応談 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の作品を読む。 オンライン(同時双方

向型)

0ATAD4

3
中国文学演習b 2 1.0 1・2 通年 応談 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の詩を読む。 オンライン(同時双方

向型)

051



科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAE0

1
社会科教育学特講 4 2.0 1・2

春AB秋

AB
火5

井田 仁康,金 玹

辰

社会科の基本的な概念を学ぶとともに、社会科

のあるべき姿を理論的に、また各地の教育現場

の実地調査を踏まえて探究する。春学期は、社

会科の概念を、学校と地域とのかかわりから、

地域に関わる論文を通して探究していく。これ

により、文献を通じて、社会科の視点より地域

を考察する研究方法を習得する。秋学期は、春

学期で得た知見を活かし、調査地域を選定して

地域調査を行う。地域とかかわって社会科の学

習がいかに行われているかを調査し、その調査

結果を報告書もしくは論文としてまとめるまで

を授業として行う。

0ATAE0

2

社会科教育学内容論

(地理歴史)
1 3.0 1・2 春AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里,

金 玹辰

中学校社会科及び高等学校公民科の理論と方法

について、特に、授業づくりと授業評価に必要

な資質・能力を身に付けることができる。授業

づくりにあたっては、現代の諸課題の教材化

と、社会的な見方・考え方の育成に焦点を絞っ

て、授業づくりを実施する。さらに、授業評価

では、授業を通して身に付けられる履修者を2~4

人から成る4つのグループに分け、各グループで

教材研究と単元開発を行う。その上で、全員の

前で、模擬授業を行い、授業評価を行う。

0ATAE0

3

社会科教育学内容論

(公民)
1 3.0 1・2 春AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里

中学校社会科及び高等学校公民科の理論と方法

について、特に、授業づくりと授業評価に必要

な資質・能力を身に付けることができる。授業

づくりでは、現代の諸課題の教材化、社会的な

見方・考え方の育成に焦点を当てる。また、授

業評価では、ルーブリック評価やパフォーマン

ス評価といった近年注目される評価論を念頭に

置く。履修者を2~4人から成る4つのグループに

分け、各グループで教材研究と単元開発を行

う。その上で、全員の前で、模擬授業を行い、

授業評価を行う。

0ATAE0

4

社会科教育学実践論

(地理歴史)
2 3.0 1・2 秋AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里,

金 玹辰

中学校社会科及び高等学校地理歴史科の授業づ

くりについて、高度な教育実践力を身に付ける

ことができる。地理では、特に地域調査に重点

をおき、地域でのフィールドワークを通した授

業づくりを心掛ける。歴史では、史料批判に重

点をおき、多面的・多角的に考えられる資料を

考察し、解釈学習を行うことができるような授

業づくりを行う。履修者を2~4人から成る4つの

グループに分け、各グループで教材研究と単元

開発を行う。その上で、実際に学校現場におい

て実験授業を実施して、その結果を分析する。

0ATAE0

5

社会科教育学実践論

(公民)
2 3.0 1・2 秋AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里

中学校社会科及び高等学校公民科の授業づくり

について、高度な教育実践力を身に付けること

ができる。「社会科教育学内容論(公民)」で習

得した授業づくりに関する理論を基に、作成さ

れた学習指導案を活用して実際に授業を実施す

ることになる。なお、単に授業を実施するだけ

でなく、授業後の評価活動にも積極的に関与し

て、総合的に授業力を高めることに留意する。

履修者を2~4人から成る4つのグループに分け、

各グループで教材研究と単元開発を行う。その

上で、実際に学校現場において実験授業を実施

して、その結果を分析する。

専門基礎科目(学校教育領域・社会科教育分野)
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0ATAE0

6
地理教育特講I 1 1.0 1・2 春AB 応談

井田 仁康,金 玹

辰

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理教育の本質にせまり、それを理解し

たうえで地理授業の構想をたて、実践する。Iで

は特に地理教育の本質を理解することに重点を

おく。具体的には、地理教育課題を文献などか

ら見いだし、その課題についての理論的背景を

考察していく。そのために、地理教育の論文お

よび著書を検討し、批判することはむろんのこ

と、関連する教育学分野は専門分野の論文や著

書についても必要に応じて検討を加える。

西暦偶数年度開講。

0ATAE0

7
地理教育特講II 1 1.0 1・2 秋AB 応談

井田 仁康,金 玹

辰

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理教育の本質にせまり、それを理解し

たうえで地理授業の構想をたて、実践する。II

ではIでの成果を踏まえて、教育実践論文や実践

を検討することにより、理論がどのように実践

化されるのか、あるいはできるのかを考察す

る。これにより、地理教育の本質が、授業でど

のように実証化できるのかを検証することがで

き、目標論と内容論、方法論それぞれの理論を

統合した授業の構築が可能となる。

西暦偶数年度開講。

0ATAE0

8
地理教育特講III 1 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 井田 仁康

これまで教育現場で地理として実践してきたこ

とを学問的に位置付け、論文とすることを学

ぶ。自分の実践と関連する地理教育の論文を分

析することを通して、社会科教育学ないしは地

理教育における、自分の実践を位置付けてい

く。それにより、自分が今までやっていた実践

が、社会科教育学および地理教育の中でどのよ

うな意味をもつのかを客観的に評価することが

できる。こうしたことを通して、地理教育論文

の意味や地理教育論文の意義を考え、実践研究

の必要性についての自覚を促していく。

14条対応

0ATAE0

9
地理教育演習I 2 1.0 1・2

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理授業の構想をたて、実践する。Iでは

特に地理授業の構想を立てることに重点をお

く。具体的には、地理授業の本質、先行研究か

ら見る地理授業の特性、地理授業の基になる理

論の概要、地理授業の理論の構築、地理授業の

構成といった、地理授業を構想する際に必要と

なる基礎的・基本的な内容及び方法論について

演習を実施する。本講義で習得した内容及び方

法論に基づき、地理教育演習IIでは、より具体

的に授業実施を目標に置く。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

対面

0ATAE1

0
地理教育演習II 2 1.0 1・2

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理授業の構想をたて、実践する。IIで

は特に地理授業を実践することに重点をおく。

講義ではまず、中学校地理的分野の授業づくり

班と、高等学校地理歴史科地理の授業づくり班

の二つにグループ分けする。その上で、それぞ

れのグループで教材研究を行い、学習指導案を

作成する。さらに、それに基づいて模擬授業を

実施して、学習指導案の再検討を行う。最終的

に、学校教育現場で実験授業を行う。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

対面

0ATAE1

1
地理教育演習III 2 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 井田 仁康

地理教育実践に関する単元構想を行い、実際に

模擬授業或いは実験授業を実施して、授業を振

り返って、授業評価を行う。本講義で大切にし

たいことは、授業評価である。学習成果をより

厳密に評価していくことが、実践報告と実践研

究との分かれ目だと考えているため、「地理教

育演習II」と比して、本講義では授業評価に力

点を置く。実践終了後に、履修者は授業の様子

を録画したテープから、発話を文字起こしし

て、授業中に提出された振り返りシート等とと

もに、評価の材料とする。パフォーマンス評価

やルーブリック評価といった最新の評価技術も

ここで学ぶことになる。

14条対応
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0ATAE1

2
歴史教育特講I 1 1.0 1・2 春AB 木5 國分 麻里

中等学校での歴史教育に関する基礎を学ぶ。歴

史的には、明治時代から現在までの歴史教育史

について学ぶ。その上で、1947年からの社会科

歴史教育や歴史教育論についての考察を加えて

いく。具体的には、日本や世界の歴史教育に関

する目標や内容、方法について、理論的および

実践的に講義や演習などを通じて学んでいく。

加えて、歴史を学ぶ意味やその必要性について

も、世界の歴史学者や歴史教育者の考えを知り

ながら、自分なりの考えが持てるようにする。

西暦偶数年度開講。

0ATAE1

3
歴史教育特講II 1 1.0 1・2 秋AB 木5 國分 麻里

歴史教育について、多方面より発展的に一層学

んでいくものである。具体的には、日本や世界

の歴史教育に関する資料や論文を比較しながら

読み、それに関する資料も含めて、総合的に考

察していく。学生による報告と討論を通じて、

歴史教育に関するより深い内容や方法を学ぶも

のである。授業の目標は次の2点である。(1)日

本や世界の歴史教育に関する比較の視点で読む

ことができる。(2)多面的・多角的に文献を考察

しながら報告し討論を通じて、自分の意見を相

対化しながら、歴史教育についての理解を深め

るである。

西暦偶数年度開講。

0ATAE1

4
歴史教育特講III 1 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 國分 麻里

日本と世界の歴史教育実践の動向を探り、いく

つかの授業実践記録を丁寧に読んでいく。具体

的には、日本の1945年以後の「初期社会科」と

言われる時代の実践と、アメリカやイギリス、

ドイツの歴史授業実践を検討していく。そうし

た実践に、今まで自分自身が実践してきた授業

を重ね合わせていく。こうした作業をすること

で、これまでの自分の歴史授業実践の位置づけ

を知ることができるとともに、新しい考え方や

内容、方法を吸収することができる。こうした

作業を繰り返し行ない、歴史教育実践の今後に

ついて深く探究する。

14条対応

0ATAE1

5
歴史教育演習I 2 1.0 1・2

歴史教育演習Iでは、比較研究を行う国や地域の

歴史、教育に関する論文を分析・検討する。具

体的には、比較研究を行う国や地域として、ア

メリカやイギリス、ドイツを想定している。こ

うした国々の歴史や教育に関する論文を扱うこ

とで、日本の歴史教育との比較研究をより深く

行うことができる。これらの国や地域の論文を

読み、分析・検討という作業を繰り返すこと

で、国家や地域単位の歴史や歴史教育を比較

し、大局から検討する視点を得る。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE1

6
歴史教育演習II 2 1.0 1・2

歴史教育演習IIでは、教員と受講者全員で対象

地域および国を実際に訪問し、歴史教育に関す

る調査を行う。日本の歴史学や歴史教育の現代

的課題を明らかにし、今後の展望を考える。訪

問する時期や対象地域、国をどこにするかは受

講生と相談しながら決定するが、歴史教育演習I

での論文分析・検討を踏まえる。その際、特に

対象国の歴史学と歴史教育の事前調査を綿密に

行ない、日本の歴史教育との比較・分析を通じ

て、歴史教育の今後の展望を考えていく。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE1

7
歴史教育演習III 2 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 國分 麻里

日本史や世界史、歴史総合に関する歴史教育実

践の単元構想を行い、検討を行なう。その上

で、実際に模擬授業あるいは実験授業を実施し

て、その授業の目標や内容、方法の妥当性を検

討する。その上で、授業者は授業を振り返り、

自分や受講者による授業評価を行う。このよう

な過程を経ることで、これからの歴史教育実践

の在り方を検討することができる。また、授業

づくりに必要とされる資質・能力を高めること

ができる。特に新設された歴史総合は近現代の

日本史と世界史を扱うものであるから、重点的

に取り上げる。

14条対応
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0ATAE1

8
歴史教育学特講 3 2.0 1・2 通年 集中 國分 麻里

韓国を中心とした東アジアの歴史教育と歴史学

について講義および演習を通じて総合的に考察

する。日本と朝鮮半島は隣国であるがゆえに、

先史以来、様々なレベルで交流が行なわれてき

た。近代や現代を経て、隣国理解、国際理解教

育を推進するために、韓国巡検を実施し、東ア

ジアの歴史に関する現状および教育を理解す

る。具体的には、韓国を中心とした東アジアの

歴史教育と歴史学について、研究動向・教科書

問題・歴史認識などの視点から考察する。

0ATAE1

9
公民教育特講I 1 1.0 1・2 春AB 火3 唐木 清志

公民教育研究に関する論文を収集して、1時間に

一つの論文を読み進める。履修者は事前に論文

を読んでくることを前提とし、授業では総合的

なディスカッションを行い、公民教育研究(特に

中学校社会科公民的分野)に関する知見を深めて

もらうことにする。論文の選定にあたっては特

に、中学校社会科公民的分野で焦点となってい

る、平和学習、人権学習、主権者教育、グロー

バル経済学習、開発教育といった内容について

中心的に取り扱う。

西暦偶数年度開講。

0ATAE2

0
公民教育特講II 1 1.0 1・2 秋AB 火3 唐木 清志

公民教育研究に関する論文を収集して、1時間に

一つの論文を読み進める。履修者は事前に論文

を読んでくることを前提とし、授業では総合的

なディスカッションを行い、公民教育研究(特に

高等学校公民科)に関する知見を深めてもらうこ

とにする。論文の選定にあたっては、高等学校

公民科で焦点となっている、新科目「公共」、

生命倫理教育、キャリア教育、アントレプレー

ナーシップ教育といった内容について中心的に

取り扱うことにする。

西暦偶数年度開講。

0ATAE2

1
公民教育特講III 1 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 唐木 清志

公民教育実践の動向を探り、いくつかの授業実

践記録を読みながら、そこに自身がこれまでに

実践してきた授業を重ね合わせて、公民教育実

践の今後について深く探究する。授業実践記録

として考えられるのは、初期社会科(昭和20年代

の社会科)における実践記録、政治的中立性と関

連した授業実践、高等学校社会科「現代社会」

と関連した授業実践、そして、近年の社会的な

見方・考え方と関連した授業実践など、社会科

教育史における特徴的な授業記録を取り上げ、

今日の公民教育授業を相対化する目を育てる。

14条対応

0ATAE2

2
公民教育演習I 2 1.0 1・2

公民教育実践に関する先行実践を分析しなが

ら、1時間に一つの教材を開発する。履修者はグ

ループで一つのテーマを与えられ、関連する単

元開発(特に中学校社会科公民的分野)を行なっ

てもらうことになる。単元開発にあたっては、

現代の諸課題、社会的な見方・考え方、授業評

価の3つを柱とする。特に、現代の諸課題を教材

化するにあたっては、グループで入念に題材を

選び、それについて深く追究する。その際、課

題の根底には価値の葛藤があることを念頭に置

き、そこから社会的な見方・考え方が導き出さ

れるように工夫をする。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE2

3
公民教育演習II 2 1.0 1・2

公民教育実践に関する先行実践を分析しなが

ら、1時間に一つの教材を開発する。履修者はグ

ループで一つのテーマを与えられ、関連する単

元開発(特に高等学校公民科)を行なってもらう

ことになる。単元開発にあたっては、現代の諸

課題、社会的な見方・考え方、授業評価の3つを

柱とする。特に、現代の諸課題を教材化するに

あたっては、グループで入念に題材を選び、そ

れについて深く追究する。その際、課題の根底

には価値の葛藤があることを念頭に置き、そこ

から社会的な見方・考え方が導き出されるよう

に工夫をする。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。
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0ATAE2

4
公民教育演習III 2 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 唐木 清志

公民教育実践に関する単元構想を行い、実際に

模擬授業或いは実験授業を実施して、授業を振

り返って、授業評価を行う。単元開発にあたっ

ては、現代の諸課題、社会的な見方・考え方、

授業評価の3つを柱とする。特に、現代の諸課題

を教材化するにあたっては、グループで入念に

題材を選び、それについて深く追究する。その

際、課題の根底には価値の葛藤があることを念

頭に置き、そこから社会的な見方・考え方が導

き出されるように工夫をする。履修者はそのほ

とんどが現職教員であるため、自身の授業を振

り返りながら単元開発を行う。

14条対応

0ATAE2

5
人文地理学特講I 1 1.0 1・2 春AB 火1 森本 健弘

農業地理学についての研究成果を講義するとと

もに、農業地理の研究の動向や課題について講

義する。さらに、農業地理だけでなく、他の地

理学でも援用されるGISについて講義するととも

に、地理学における方法論としてGISについて考

察を加える。こうして、GISを援用した農業地理

学の最新の研究動向を概観する。農業地理は地

理学の中でも伝統のある研究分野であることか

ら、これにより地理学のもともとの研究意義を

考えることができる。

0ATAE2

6
人文地理学特講II 1 1.0 1・2 春AB 火2 8B306 井田 仁康

交通地理学および教育地理学について講義す

る。交通地理学は、大きくは経済地理に含まれ

るが、研究内容によっては文化地理に含まれる

こともあり、極めて多様性のある研究分野であ

る。交通地理学の研究系譜をおうことで地理学

全体の研究動向もみえてくる。教育地理学につ

いては、教育現象を地理学的に見ることで、教

育活動を通して地理学は何を追究する学問かが

見えてくる。地理学と教育との関連性を追究

し、地理が実用性のある学問であることを認識

することができる。

対面

0ATAE2

7
人文地理学演習I 2 1.0 1・2 秋AB 火1 森本 健弘

農業・食料の地理学を中心とする講義と討論を

行う。具体的には、農業・食料を、自然条件と

しての気候、土壌及び地形の観点、経済条件と

しての需要と消費の観点、社会・政治としての

農業の近代化と国家、市場と交通、人口・労働

力・土地所有の観点からそれぞれ探究する。そ

の上で、農業・食料における革新、農業・食料

の文化的枠組み、農業・食料と環境について、

深く協議することを主たる内容とする。このよ

うな追究を通して、現代の日本及び世界情勢の

理解における地理学の方法の重要性について理

解を深めることになる。

0ATAE2

8
人文地理学演習II 2 1.0 1・2

秋AB

春季休業

中

金3

集中
8B407

井田 仁康,金 玹

辰

交通地理学や教育学地理学の論文を読み、研究

の仕方について学ぶ。また、自分で論文発表を

し、理論的な論文に基づき、自ら教材を構築す

る力を養わせる。また、具体的な対象地域を選

び、地域性を背景とした交通や教育についての

考察を行う。これにより、地理学の研究が地域

性を背景として考察していることを見いだし、

地理学研究の意義や必要性について議論し、人

文地理学についての洞察を深めさせるようにす

る。それとともに地誌学の重要性も認識するこ

とができる。

3/5（土）、3/6

（日）いずれも2時限

~5時限（対面）８

B204 で実施

0ATAE2

9
自然地理学特講I 1 1.0 1・2 春AB 月2 8B407 山中 勤

地名の謎解きを行う際に自然地理的な知識が役

に立つことを示したうえで、気候・地形・水

文・土壌・植生の地理学的な見方を教授する。

しかるのち、多角的な視点で自然地理学的素材

に関する課題追究を行う。最後に、新たな謎解

きを模索することで自然地理学的なパースペク

ティブを総括する。本授業では、自然地理学を

構成する諸分野の基礎をテーマとし、自然環境

のしくみに関する正しい理解を培うことを到達

目標としているが、本授業のように例えば地名

に注目することは、地理教育の教材研究として

も役立つ視点であると考えている。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE3

0
自然地理学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 火2 山中 勤

自然地理学の意義を問うたうえで、社会的問題

として重要性の高い5つのトピックスについて概

説する。さらに、3つのテーマに沿って課題追究

を行い、思考を深める。総括として、環境との

共生に向けた議論を通じて理解の統合化を図

る。本授業では、自然地理学に関連する話題性

の高いトピックスをテーマとし、机上の知識を

今日的な課題に応用する力を養うともに、分野

横断的な理解を通じて人間社会の望ましい在り

方を考察できるようになることを到達目標とし

ているが、先の5つのトピックスや3つのテーマ

は、地理教育の教材研究としても役立つ視点で

あると考えている。

西暦偶数年度開講。

0ATAE3

1
自然地理学演習I 2 1.0 1・2

自然景観を読み取る能力について問題提起した

うえで、つくば市を対象とした基礎的な読図・

図上作業について演習を行う。また、一般的な

調査手順や報告書の作成に関して概説し、実際

に身近な地域の野外調査を体験する。野外調査

にあたっては、等高線抜描図・水系網、土地利

用図・新旧地形図比、地形発達史・ハザード

マップ、風景画シミュレーションの観点を大切

にして準備を進め、実際の調査では、簡易測

量、景観観察、水質調査を中心に進める。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE3

2
自然地理学演習II 2 1.0 1・2

授業におけるフィールドワークの重要性と課題

について問題提起したうえで、養老山地を対象

とした基礎的な読図・図上作業について演習を

行う。また、ダイナミックな地理的事象が見ら

れる典型的な地域において、野外調査を体験す

る。野外調査にあたっては、地形区分、地形断

面図・立体図、水系網・接峰面図、風景画シ

ミュレーションを大切にして準備を進め、実際

の調査では、火山地域の景観観察、湿原の観

察、湿原の観察、湖水の化学的調査、湖底湧水

調を中心に進める。

0ATAE31履修者に限る

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE3

3
地理学野外実験 3 3.0 1・2 秋BC 集中

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤,金

玹辰

調査対象地域を選定して、自然地理および人文

地理の野外調査を実施する。これにより対象地

域の理解を深めるとともに地域の課題を見いだ

し、改善策を考察できるようにする。さらに

は、地域調査の方法を学ぶ。具体的な調査は、

グループごとに調査計画を立案する。次に各グ

ループのテーマに沿って予備調査・本調査・補

足調査等を行い、調査結果についてグループ内

外でディスカッションを行う。得られた成果

は、最終的に冊子体の報告書として刊行する。

0ATAE 31履修者に限

る

0ATAE3

4
日本史特講I 1 1.0 1・2 春AB 金4 伊藤 純郎

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、フィールド

ワークもと取り入れながら講じる。具体的に

は、東京裁判、植民地支配、靖国神社公式参

拝、歴史教科書問題、領土問題、戦争賠償、原

爆投下問題について取り上げる。その上で、茨

城県内の戦争遺跡、東京大空襲・戦災資料セン

ターを調査する。これらの授業を通して、最終

的には、歴史教育教材を開発する能力を高める

ことを目的とする。

西暦偶数年度開講。

0ATAE3

5
日本史特講II 1 1.0 1・2 秋AB 金4 伊藤 純郎

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、フィールド

ワークもと取り入れながら講じる。具体的に

は、日米終戦、昭和天皇戦争責任、強制連行・

強制労働、BC級戦犯裁判、シベリア抑留問題、

日朝歴史問題、復員・引き揚げ、戦没者追悼・

慰霊について取り上げる。その上で、国立歴史

民俗博物館を調査する。これらの授業を通し

て、最終的には、歴史教育教材を開発する能力

を高めることを目的とする。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE3

6
日本史演習I 2 1.0 1・2

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、各自の問題

意識にもとづき報告する。具体的には、東京裁

判、植民地支配、靖国神社公式参拝、歴史教科

書問題、領土問題、戦争賠償、原爆投下問題、

「大東亜戦争」史観について取り上げる。その

上で、最終的には、歴史問題の解決に向けての

協議を行い、いまだに解決しない様々の「歴史

問題」について、戦争責任と戦後責任の視点か

ら問い直す作業を通じて、解決への道筋を考察

する。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE3

7
日本史演習II 2 1.0 1・2

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、各自の問題

意識にもとづき報告する。具体的には、日米終

戦、昭和天皇の戦争責任、強制連行・強制労

働、BC級戦犯裁判、シベリア抑留問題、日朝歴

史問題、復員・引き揚げ、戦没者追悼・慰霊に

ついて取り上げる。その上で、最終的には、ア

ジアの歴史和解に関する協議を行い、いまだに

解決しない様々の「歴史問題」について、戦争

責任と戦後責任の視点から問い直す作業を通じ

て、解決への道筋を考察する。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE3

8
民俗学実習 3 3.0 1・2 秋AB 集中 伊藤 純郎

インタビュー調査並びに実地調査を通して、歴

史教育における教材研究の在り方を検討すると

ともに、歴史教育についての理解を深める。具

体的には、日本社会の民俗を改めて捉えなおす

ことを目的とし、長野県の集落を巡り、インタ

ビュー調査並びに実地調査を行い、歴史教育に

関する知識と技能を身に付けることができるよ

うに授業を計画する。実習の事前学習として、

訪問予定の遺跡、博物館、考古学的な成果につ

いてそれぞれまとめて発表をしてから現地の巡

検の基礎とする。また、実際の巡検では、グ

ループ毎に調査するとともに、グループディス

カッションを通して、各グループの調査内容を

共有する。

0ATAE3

9
考古学特講I 1 1.0 1・2 春AB 木4 谷口 陽子

「ヒト・モノ」を視点として歴史教育の在り方

を探る。それぞれのナショナルアイデンティ

ティを形成する歴史教育はどのようなもので

あったのか、主に先史から古代までを人類学的

な視点から扱い、現代までつながる人類の歴史

や多様性について考察する。また、モノ教育の

視点から、物質文化・非物質文化の保存活用と

歴史教育の役割について事例をもとに議論を深

める。具体的には、中学・高校歴史教科書に見

られる先史時代・古代の扱い、考古学の歴史教

育における役割、人類史視点からみる先史時代

からの東アジア、北東アジアにおける交易シス

テムと中世に触れる。

西暦偶数年度開講。

0ATAE4

0
考古学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 木4 谷口 陽子

「ヒト・モノ」を視点として歴史教育の在り方

を探る。それぞれのナショナルアイデンティ

ティを形成する歴史教育はどのようなもので

あったのか、主に先史から古代までを人類学的

な視点から扱い、現代までつながる人類の歴史

や多様性について考察する。また、モノ教育の

視点から、物質文化・非物質文化の保存活用と

歴史教育の役割について事例をもとに議論を深

める。具体的には、人類学・考古学的な成果に

よる日本人、日本列島における政治中心と縁辺

部の歴史観、民族誌にみる北方文化と日本、物

質文化と歴史教育、時代のイメージと理解に触

れる。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE4

1
考古学演習I 2 1.0 1・2

モノ資料に着目し、先史時代の日本列島および

周辺地域を俯瞰的に概観し、歴史教育の中で人

類学的視点がどのように利用可能か考える。具

体的には、モノ教育の視点から、物質文化・非

物質文化の保存活用と歴史教育の役割について

事例をもとに議論を深めることになる。歴史を

教える立場として、まず、自分がどこから来た

のか、何者であるのかを、歴史教育の視点から

位置づけることを目標とする。それは、人類の

系譜、先史時代の物質文化、気候変動と新石器

化など俯瞰的な視点から、先史〜古代に関する

出来事を理解することにつながる。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE4

2
考古学演習II 2 1.0 1・2

人類が発祥してから、拡散、分化や接触、そし

てグローバルな統合へと向かうプロセスを俯瞰

する視点から書かれた参考図書を利用し、人類

学的な視点から、われわれはどこから来てどこ

に向かっているのか考察する。具体的には、モ

ノ教育の視点から、物質文化・非物質文化の保

存活用と歴史教育の役割について事例をもとに

議論を深めることになる。歴史を教える立場と

して、まず、自分がどこから来たのか、何者で

あるのかを、歴史教育の視点から位置づけるこ

とを目標とする。それは、人類の系譜、先史時

代の物質文化、気候変動と新石器化など俯瞰的

な視点から、先史〜古代に関する出来事を理解

することにつながる。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE4

3
考古学実習 3 3.0 1・2

夏季休業

中
集中 谷口 陽子

考古遺跡や博物館を利用して物質資料を用いた

歴史教育について理解を深める。本授業では、

北東アジア、東アジアの古代史観を改めて捉え

なおすことを目的とし、東北(青森、岩手周辺)

あるいは中部高地(山梨、長野)の縄文時代を中

心とする遺跡を巡り、遺跡の景観、立地、周辺

環境を体感するとともに、遠隔地との交流を示

す出土資料を見学する。モノ資料による歴史教

育の体感と、歴史教科書に載せられていないよ

うな、広域の文化交流や物質移動の側面につい

ても理解を深める。

9月末に青森県での実

習を予定している(た

だし状況によって

は、変更の可能性が

ある)

0ATAE4

4
社会学特講I 1 1.0 1・2 春AB 集中 森 直人

社会学理論と実証的研究の検討をつうじて、社

会学の主たる理論・概念および視角・方法を習

得し、現代社会の諸問題について理解する。具

体的には、以下のテーマを取り扱う。つまり、

社会学の誕生・発展・転回、リスク社会、情

報・メディア社会、個人化と心理化、グローバ

リゼーション、再帰的近代化、ポストモダニズ

ム、親密圏と公共圏である。導入教材として、

日本社会学会理論応用事典刊行委員会『社会学

理論応用事典』(丸善出版、2017年)と日本社会

学会社会学事典刊行委員会『社会学事典』(丸善

出版、2010年)を活用するが、授業ではそれぞれ

関連する基本文献を提示する。

西暦偶数年度開講。

0ATAE4

5
社会学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 集中 森 直人

社会学理論と実証的研究の検討をつうじて、社

会学の主たる理論・概念および視角・方法を習

得し、現代社会の諸問題について理解する。具

体的には、以下のテーマを取り扱う。つまり、

社会学の見方、福祉レジーム、社会的包摂と社

会的排除、持続可能社会、社会関係資本、監視

社会と生権力、サイバーカルチャーである。導

入教材として、日本社会学会理論応用事典刊行

委員会『社会学理論応用事典』(丸善出版、2017

年)と日本社会学会社会学事典刊行委員会『社会

学事典』(丸善出版、2010年)を活用するが、授

業ではそれぞれ関連する基本文献を提示する。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE4

6
社会学演習I 2 1.0 1・2

社会学のすぐれた実証研究の文献会読をつうじ

て、社会学の視角と主たる概念を用いて、種々

の社会現象を読み解けるようになる。取り上げ

る社会現象は、行為・相互行為・意味、自己・

主体・アイデンティティ、他者・関係・コミュ

ニケーション、生命・身体、ジェンダー・セク

シュアリティ、家族・ライフコース・教育、差

別・逸脱・犯罪、知・言語、歴史・記憶、社会

運動・社会構想である。授業では、社会学の議

論が中心となるが、いずれの視点も公民教育の

教材化にとって重要な視点であるので、本授業

において履修者は授業づくりの能力を高めるこ

とができる。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE4

7
社会学演習II 2 1.0 1・2

社会学のすぐれた実証研究の文献会読をつうじ

て、社会学の視角と主たる概念を用いて、種々

の社会現象を読み解けるようになる。取り上げ

る社会現象は、近代・社会変動・社会システ

ム、宗教、権力・支配、法・政治、集団・組

織、労働・産業・市場、階級・階層、表象・文

化・消費、医療・福祉、科学・技術・環境・災

害である。授業では、社会学の議論が中心とな

るが、いずれの視点も公民教育の教材化にとっ

て重要な視点であるので、本授業において履修

者は授業づくりの能力を高めることができる。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE4

8
政治学特講I 1 1.0 1・2

2~3名の班ごとにテーマを設定し、主として高等

学校政治・経済での選挙に関する授業を開発す

ることを念頭に、政治学の学術書・学術論文を

含む文献・資料等にあたり、教材研究を行う。

なお、本授業では、選挙に関して高等学校政

治・経済で取り上げるべきテーマを設定し、政

治学における議論をフォローしながら探求する

とともに、選挙に関わる諸現象を政治学的な視

点を用いて理解することができるようになるこ

とを目的としている。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE4

9
政治学特講II 1 1.0 1・2

政治学特講Iで行った教材研究をもとに、主とし

て高等学校政治・経済での選挙に関する授業を

開発し、模擬授業を行う。なお、本授業では、

政治学の学術的成果を踏まえて、選挙に関する

授業を開発することができるとともに、開発し

た授業を実践し、その意義と限界、発展可能性

について考察することができるようになること

を目的としている。そのため、模擬授業に際し

ては、有権者の政治意識、選挙制度、選挙運

動、投票行動が主たる教育内容として取り上げ

る。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE5

0
政治学演習I 2 1.0 1・2 春AB 金6 鈴木 創

2~3名の班ごとにテーマを設定し、主として高等

学校政治・経済での政策決定の制度や過程に関

する授業を開発することを念頭に、政治学の学

術書・学術論文を含む文献・資料等にあたり、

教材研究を行う。なお、本授業では、政策決定

の制度や過程に関して高等学校政治・経済で取

り上げるべきテーマを設定し、政治学における

議論をフォローしながら探求することができる

とともに、策決定に関わる諸現象を政治学的な

視点を用いて理解することができるようになる

ことを目的としている。

西暦偶数年度開講。

0ATAE5

1
政治学演習II 2 1.0 1・2 秋AB 金6 鈴木 創

2~3名の班ごとにテーマを設定し、主として高等

学校政治・経済での政策決定の制度や過程に関

する授業を開発することを念頭に、政治学の学

術書・学術論文を含む文献・資料等にあたり、

教材研究を行う。なお、本授業では、政治学の

学術的成果を踏まえて、政策決定の制度や過程

に関する授業を開発することができるととも

に、開発した授業を実践し、その意義と限界、

発展可能性について考察することができるよう

になることを目的としている。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE5

2
経済学特講I 1 1.0 1・2 春AB 木3 篠塚 友一

ミクロ経済学の基礎を講義する。また、随時演

習問題を出題する。本授業で取り上げる内容

は、具体的には、ミクロ経済学の目的と概要、

消費者理論の枠組み、需要関数の性質、消費者

理論の応用、消費者余剰、需要の弾力性、企業

理論の枠組み、生産者余剰、市場均衡、厚生経

済学の基本定理といった事柄である。このうち

特に前半の5つの項目(ミクロ経済学かの目的と

概要〜消費者余剰)については丁寧に取り上げ、

ミクロ経済学の基礎について学んでもらう。入

谷純・篠塚友一(2012)『ミクロ経済学講義』日

本経済新聞社と、ポール・クルーグマン、ロビ

ン・ウェルス(2017)『ミクロ経済学』東洋経済

新報をテキストとして採用する。

西暦偶数年度開講。

0ATAE5

3
経済学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 木3 篠塚 友一

ミクロ経済学の応用とマクロ経済学の基礎を講

義する。また、随時演習問題を出題する。本授

業で取り上げる内容は、具体的には、ミクロ経

済学の労働市場への応用、労働供給の理論の福

祉政策への応用、政府の政策と労働市場の均

衡、人的資本、マクロ経済学(概観)、国内総生

産(GDP)、経済成長に関する事実、経済成長理

論、金融システム、財政赤字と経済成長といっ

た事柄である。大森義明『労働経済学』日本評

論社、ポール・クルーグマン、ロビン・ウェル

ス(2017)『ミクロ経済学』東洋経済新報社、

ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス

(2009)『マクロ経済学』東洋経済新報社をテキ

ストとして採用する。

西暦偶数年度開講。

0ATAE5

4
経済学演習I 2 1.0 1・2

ミクロ経済学の基礎を講義する。また、随時演

習問題を出題する。本授業で取り上げる内容

は、具体的には、ミクロ経済学の目的と概要、

消費者理論の枠組み、需要関数の性質、消費者

理論の応用、消費者余剰、需要の弾力性、企業

理論の枠組み、生産者余剰、市場均衡、厚生経

済学の基本定理といった事柄である。このうち

特に後半の5つの項目(需要の弾力性〜厚生経済

学の基本原理)については丁寧に取り上げ、ミク

ロ経済学の基礎について学んでもらう。入谷

純・篠塚友一(2012)『ミクロ経済学講義』日本

経済新聞社と、ポール・クルーグマン、ロビ

ン・ウェルス(2017)『ミクロ経済学』東洋経済

新報をテキストとして採用する。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE5

5
経済学演習II 2 1.0 1・2

ミクロ経済学の応用とマクロ経済学の基礎を講

義する。また、随時演習問題を出題する。本授

業で取り上げる内容は、具体的には、ミクロ経

済学の労働市場への応用、労働供給の理論の福

祉政策への応用、政府の政策と労働市場の均

衡、人的資本、マクロ経済学(概観)、国内総生

産(GDP)、経済成長に関する事実、経済成長理

論、金融システム、財政赤字と経済成長といっ

た事柄である。大森義明『労働経済学』日本評

論社、ポール・クルーグマン,ロビン・ウェルス

(2017)『ミクロ経済学』東洋経済新報社、ポー

ル・クルーグマン,ロビン・ウェルス(2009)『マ

クロ経済学』東洋経済新報社グレゴリー・マン

キュー(2014)『マンキュー経済学II マクロ編』

東洋経済新報社をテキストとして取り上げる。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE5

6
法律学特講I 1 1.0 1・2 春AB 水3 星野 豊

毎回1つないし2つの事例を取り上げ、かかる事

例に対する教育対処と法的対処との可能性及び

限界について検討する。なお、具体的な事例の

選択については、受講者の希望を容れて行うた

め、下記に掲げた具体的な事例は、ある年度に

おける受講者との協議の結果を参考とした標準

的なものである。事例として考えているのは、

スポーツ事故、授業の進行方法と教員の適格

性、学習障害・能力格差、有権者教育、法教

育・道徳教育、児童生徒のSNS利用、売春及び薬

物、児童生徒及び保護者の信仰である。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE5

7
法律学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 水3 星野 豊

毎回1つないし2つの事例を取り上げ、かかる事

例に対する教育対処と法的対処との可能性及び

限界について検討する。なお、具体的な事例の

選択については、受講者の希望を容れて行うた

め、下記に掲げた具体的な事例は、ある年度に

おける受講者との協議の結果を参考とした標準

的なものである。事例として考えているのは、

外国人生徒の扱い、性教育、カンニング、いじ

めとけんか、学校の地域貢献、保護者からのク

レーム、PTAの任意加入、学校の個人情報管理で

ある。

西暦偶数年度開講。

0ATAE5

8
法律学演習I 2 1.0 1・2

2回の授業ごとに1つの事例を取り上げ、初回の

授業でかかる事例における問題点の所在を洗い

出し、次回の授業の中で、かかるトラブルに対

する教育対処と法的対処との関係及び両対応の

転換点について検討する。なお、具体的な事例

の選択については、受講者の希望を容れて行う

ため、下記に掲げる具体的な事例は、ある年度

における受講者との協議の結果を参考とした標

準的なものである。つまり、授業の進行と教員

の適格性、政治思想教育の在り方、いじめ問

題、カンニングである。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE5

9
法律学演習II 2 1.0 1・2

2回の授業ごとに1つの事例を取り上げ、初回の

授業でかかる事例における問題点の所在を洗い

出し、次回の授業の中で、かかるトラブルに対

する教育対処と法的対処との関係及び両対応の

転換点について検討する。なお、具体的な事例

の選択については、受講者の希望を容れて行う

ため、下記に掲げる具体的な事例は、ある年度

における受講者との協議の結果を参考とした標

準的なものである。つまり、学校改革と教員の

役割、保護者からのクレーム、学校選択制と学

校の統廃合、放射能汚染と風評被害である。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE6

0
哲学特講I 1 1.0 1・2

現代哲学の問題について主要なテクストを読

み、それが教育にいかに寄与するかディスカッ

ションする。具体的には、言語論的転回に関す

るディスカッションを深めた上で、言語論的転

回が「教室」をいかに変容させるかについてさ

らにディスカッションを行う。近年の公民教育

では、哲学対話が注目されている。旧来の一方

的な教え込みの公民教育ではなく、生徒の自律

性を保障した上での、対話的で協働的な学びを

教室にどのように成立させるのか、この点につ

いて、履修者には教師として授業に臨む姿勢を

身につけさせたい。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE6

1
哲学特講II 1 1.0 1・2

現代哲学の問題について主要なテクストを読

み、それが教育にいかに寄与するかディスカッ

ションする。具体的には、現代思想における自

由に関するディスカッションを深めた上で、哲

学が「教室」をいかに変容させるかについてさ

らにディスカッションを行う。近年の公民教育

では、哲学対話が注目されている。旧来の一方

的な教え込みの公民教育ではなく、生徒の自律

性を保障した上での、対話的で協働的な学びを

教室にどのように成立させるのか、この点につ

いて、履修者には教師として授業に臨む姿勢を

身につけさせたい。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE6

2
哲学演習I 2 1.0 1・2 春AB 火4 五十嵐 沙千子

対話についての主要なテクストを読み、ディス

カッションする。具体的には、現代思想におけ

る対話に関するディスカッションを深めた上

で、対話が「教室」をいかに変容させるかにつ

いてさらにディスカッションを行う。近年の公

民教育では、哲学対話が注目されている。旧来

の一方的な教え込みの公民教育ではなく、生徒

の自律性を保障した上での、対話的で協働的な

学びを教室にどのように成立させるのか、この

点について、履修者には教師として授業に臨む

姿勢を身につけさせたい。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE6

3
哲学演習II 2 1.0 1・2 秋AB 火4 五十嵐 沙千子

現代思想の主要なテクストを読み、ディスカッ

ションする。具体的には、現代思想においてな

ぜ言語が問題になるのかについて、ウィトゲン

シュタイン、カルナップ、ベンヤミンを取り上

げながらディスカッションを深める。次に、社

会構成主義とは何かについて、ガーデン、デリ

ダを取り上げてディスカッションをさらに深め

る。その上で、最終的には、「教室」を脱構築

することの意義、「授業」を脱構築することの

意義について、総合的なディスカッションを行

う。

西暦偶数年度開講。

0ATAE6

4
倫理学特講I 1 1.0 1・2

倫理学の基本概念について検討する。なお、授

業は受講者が作成したレジュメの発表を基にし

て行う。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE6

5
倫理学特講II 1 1.0 1・2

倫理学の基本問題について検討する。なお、授

業は受講者が作成したレジュメを基にして行

う。

西暦奇数年度開講。

2022年度開講せず。

0ATAE6

6
倫理学演習I 2 1.0 1・2 春AB 金4 千葉 建

倫理学の根本問題を扱った西洋近現代の著作を

精読し、テキストを読解する能力と倫理学的に

思考する能力を習得する。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAE6

7
倫理学演習II 2 1.0 1・2 秋AB 金4 千葉 建

倫理学の根本問題を扱った西洋近現代の著作を

精読し、テキストを読解する能力と倫理学的に

思考する能力を発展させる。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAF0

1
基礎数理学A 1 1.0 1・2 春A 水5,6

増岡 彰,塩谷 真

弘,田崎 博之,木

下 保,照井 章

学部で学んだ数学をより高い視点から振り返る

ことでより深い理解を得ることを目標として、

微分積分学および線形代数学の理論を現代数学

の立場から捉えなおす。基礎数理学Aでは数の体

系・関数の連続性・微分可能性・ユークリッド

空間の線形写像・初等超越関数について検討す

る。

0ATAF0

2
基礎数理学B 1 1.0 1・2 春B 水5,6

増岡 彰,塩谷 真

弘,田崎 博之,木

下 保,照井 章

基礎数理学Aの内容を前提として、引き続き微分

積分学および線形代数学の理論を現代数学の視

点から捉えなおす。基礎数理学Bでは関数の線形

近似としての微分法・多項式近似としてのテイ

ラーの定理・線形空間と線形写像・行列式とヤ

コビアン・固有値についての再検討する。

0ATAF0

3
基礎数理学C 1 1.0 1・2 春C 水5,6

増岡 彰,塩谷 真

弘,田崎 博之,木

下 保,照井 章

基礎数理学A・Bの内容を前提として、引き続き

微分積分学および線形代数学の理論を現代数学

の視点から捉えなおす。基礎数理学Cでは行列の

固有値と標準形及び非特異値分解、積分法、広

義積分と無限級数、微分形式とその積分につい

て検討する。

0ATAF0

4
総合数理学A 2 1.0 1・2 秋A

月・金

5

田崎 博之,木下

保,照井 章,塩谷

真弘,増岡 彰

数学のより深い理解を目指していくつかのテー

マについて専門的に講究し、併せて数学的内容

の説明の仕方について学ぶため、学生の発表お

よび発表後のレポートをもとにして数学のいく

つかのテーマを取り扱う。総合数理学Aでは集合

に関する基礎概念及び選択公理、計算機数学に

ついての基礎概念、特に代表的アルゴリズムと

計算量について取りあつかう。

対面

0ATAF0

5
総合数理学B 2 1.0 1・2 秋B

水・金

4

田崎 博之,木下

保,照井 章,塩谷

真弘,増岡 彰

総合数理学Aの内容を前提として、数学のより深

い理解を目指していくつかのテーマについて専

門的に講究し、併せて数学的内容の説明の仕方

について学ぶため、学生の発表および発表後の

レポートをもとにして数学のいくつかのテーマ

を取り扱う。総合数理学Bにおいては数理論理の

基礎概念(命題論理及び述語論理)および2回の偏

微分方程式の代表例(双曲型・楕円型・放物型方

程式)について取り扱う。

0ATAF0

6
総合数理学C 2 1.0 1・2 秋C

火4,金

5

田崎 博之,木下

保,照井 章,塩谷

真弘,増岡 彰

総合数理学A・Bの内容を前提として、数学のよ

り深い理解を目指す。いくつかのテーマについ

て専門的に講究し、併せて数学的内容の説明の

仕方について学ぶため、学生の発表および発表

後のレポートをもとにして数学のいくつかの

テーマを取り扱う。総合数理学Cにおいては代数

学の基礎概念、特に環論および加群のホモロ

ジー代数的理論および外積代数、及びベクトル

解析の基礎理論について取り扱う。

0ATAF0

7
現代数学基礎A 1 1.0 1・2 秋A 月3,4

川村 一宏,木村

健一郎,竹山 美

宏

現代数学の諸分野を概観し、バランスの取れた

数学観を身につけることを目標とする。現代数

学基礎Aにおいては微分方程式の基礎理論(解の

存在・一意性定理、解の定性的理論、級数解と

特殊関数論)について概観し、また確率論に関す

る基礎概念(確率モデル、条件付確率と事象の独

立性、確率分布、大数の法則と中心極限定理)に

ついて取り扱う。

0ATAF0

8
現代数学基礎B 1 1.0 1・2 秋B 月3,4

川村 一宏,木村

健一郎,竹山 美

宏

現代数学基礎Aの内容を踏まえて、引き続き現代

数学の諸分野を概観し、バランスの取れた数学

観を身につけることを目指す。現代数学基礎Bで

は主に代数学の基本概念、特に群論と対称性、

多項式と代数方程式、可換環論・可換体論、代

数方程式のガロア理論について取り上げる。

専門基礎科目(数学教育領域)
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0ATAF0

9
現代数学基礎C 1 1.0 1・2 秋C 月3,4

川村 一宏,木村

健一郎,竹山 美

宏

現代数学基礎A・Bの内容を踏まえて、現代数学

の諸分野を概観しバランスのとれた数学観を身

につける。現代数学基礎Cでは幾何学、特に曲面

の曲率と測地線、ガウス・ボンネの定理、及び

複素解析学の基本的な事柄、特に有理型関数と

解析接続・留数計算・リーマン面、について取

り上げる。

0ATAF1

0
現代数学特別研究A 2 1.0 1・2 春A 金4,5

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

数学のより幅広い理解を目指していくつかの主

題について専門的に講究し、併せて数学的内容

の説明の仕方について学ぶため、学生の発表お

よび発表後のレポートをもとにして数学のいく

つかのテーマを取り扱う。統計学における基本

概念、幾何学における結び目理論の基礎などの

ような，わかりやすい題材を取り上げる。

0ATAF1

1
現代数学特別研究B 2 1.0 1・2 春B 金4,5

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究Aを前提として、数学のより幅

広い理解を目指す。いくつかの主題について専

門的に講究し、併せて数学的内容の説明の仕方

について学ぶため、学生の発表および発表後の

レポートをもとにして数学のいくつかのテーマ

を取り扱う。整数論および複素解析学などのな

かから，やや進んだ題材を取り上げる。

0ATAF1

2
現代数学特別研究C 2 1.0 1・2 春C 金4,5

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・Bの内容を前提として、数

学のより幅広い理解を目指す。いくつかの主題

について専門的に講究し、併せて数学的内容の

説明の仕方について学ぶため、学生の発表およ

び発表後のレポートをもとにして数学のいくつ

かのテーマを取り扱う。フーリエ級数・フーリ

エ変換と調和解析、曲面および3次元多様体の幾

何学の基本概念など，発展的な題材を取り上げ

る。

0ATAF1

3
現代数学特別研究D 2 1.0 1・2 通年 応談

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・B・Cの内容を前提として、

数学の幅広く深い理解を目指す。いくつかの主

題について専門的に講究し、併せて数学的内容

の説明の仕方について学ぶため、学生の発表お

よび発表後のレポートをもとにして数学のいく

つかのテーマを取り扱う。数理統計学(推定論・

検定論)および幾何学(結び目理論)などのなかか

ら，より進んだ話題について取り上げる。

0ATAF1

4
現代数学特別研究E 2 1.0 1・2 通年 応談

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・B・C・Dを前提として、数

学のより幅広い理解を目指す。いくつかの主題

について専門的に講究し、併せて数学的内容の

説明の仕方について学ぶため、学生の発表およ

び発表後のレポートをもとにして数学のいくつ

かのテーマを取り扱う。整数論と複素解析学の

関りのような，数学的にやや高度な話題につい

て取り上げる。

0ATAF1

5
現代数学特別研究F 2 1.0 1・2 春C 集中

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・B・C・D・Eの内容を前提と

して、数学のより幅広い理解を目指す。いくつ

かの主題について専門的に講究し、併せて数学

的内容の説明の仕方について学ぶため、学生の

発表および発表後のレポートをもとにして数学

のいくつかのテーマを取り扱う。フーリエ変換

と位相群上の調和解析、曲面および3次元多様体

の幾何学など，現代数学における発展的な話題

を取り上げる。

0ATAF1

6
数学教育研究方法論 1 2.0 1・2 春AB 木1,2 8B408 清水 美憲

数学教育における教授・学習に関する研究方法

の理論的前提や認識論的立場について、研究事

例の批評を通して検討する。授業の前半では、

質的データの採取及び分析における前提、手法

の意義と限界について学ぶとともに、最近のい

くつかの研究事例について批判的に検討する。

授業の後半では、数学科授業の分析に焦点化

し、国際比較研究「学習者の観点からの授業研

究(LPS)」による授業・インタビューデータの分

析を実例として、数学科の授業の実証的研究に

おける質的研究方法の意義と限界を探る。

対面　ただし状況に

よってはオンライン

（同時双方向型）に

変更する。

対面
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0ATAF1

7
数学教育学習論 1 2.0 1・2 秋AB 木3,4 8B408

清水 美憲,礒田

正美

1970年代から今日までにいたる数学の学習に関

する実証的研究の動向についてのその概略を講

義するとともに、各時代の研究論文を読んで、

その研究方法および知見を知る。特に、数学学

習における内的理解と外的理解の問題、手続き

的知識と概念的知識の関係及びその乖離の問

題、数学の問題解決過程と数学学習の問題、数

学の信念システムやメタ認知の問題、そして教

室における学習と社会的・数学的規範の役割、

学習における文化的要因の影響を中心に研究事

例を検討する。

オンライン(同時双方

向型). 対面

0ATAF1

8

数学教育カリキュラム

論
1 2.0 1・2

秋AB

秋B

火3,4

集中

人間

A425

蒔苗 直道,小松

孝太郎,礒田 正

美

数学教育におけるカリキュラム開発について、

文献講読を通して考察する。この過程で、数学

教育学研究における基礎的用語や基本概念を理

解するとともに、数学の指導内容やその取扱い

について学習する。また、数学のカリキュラム

の構成原理や数学教育思想など幅広い視点から

の考察を行い、日本の学習指導要領の変遷や海

外のスタンダード、ナショナルカリキュラムな

ど実際の数学のカリキュラムを対象に、その学

術的な分析や考察ができるように、数学教育学

研究の基礎としてカリキュラム開発の理解を深

める。

0ATAF1

9
数学教育内容論 1 2.0 1・2

秋AB

秋B

集中

木2
8B408

礒田 正美,宮川

健,川﨑 宣昭

数学者、数学史、数学教育の三領域において突

出した業績をあげたH.Freudenthalの数学的活動

論を前提に、数学化を解説し、再組織化による

指導系統こそが、教育課程の系統をなすことを

確認する。そこでは内容上の矛盾が現れ、生徒

のつまずき、それを解消する弁証法的対話も起

こり得る。本講義では、内容にかかる研究成果

と教科書分析を通して、小学校から高等学校ま

での算数・数学教材を深める。

対面

0ATAF2

0

数学教育実践論演習

(代数・幾何)
2 2.0 1・2 春AB 火3,4

人間

A425
蒔苗 直道

数学教育における代数・幾何領域に関する実践

的演習を、文献講読に基づいて行う。数学教育

上の実践的な課題に対する調査やデータ分析や

解釈を含むような数学教育学研究を取り上げ

る。高等学校の代数・幾何領域やこれらに関連

する中学校の領域を視野に入れ、これらの実践

的な課題に対する基礎的な研究方法を学習す

る。学習した内容を基に、学生の自身による課

題設定や問題解決を行い、その発表と検討を通

して、成果をまとめる演習を行う。

0ATAF2

1

数学教育実践論演習

(解析・確率統計・ICT

利用)

2 2.0 1・2 春AB
木3,4

集中
8B408 礒田 正美

数学教育における解析・確率統計領域及びICTに

関する実践的演習を、文献講読に基づいて行

う。解析領域では、関数、解析幾何、極限、微

分積分学の基本定理などについての教材研究

に、確率統計領域では統計的推測、ばらつき・

変動性の扱い、データサイエンスなどの統計的

方法を確認したうえでビッグデータ等の扱いに

かかる批判的思考に焦点を当てる。これら領域

および代数・幾何領域におけるICTを活用した数

学探究を実践する。
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAG0

1
理科教育基礎論 1 2.0 1 春AB 水1,2 遠藤 優介

現代理科教育学研究の動向とその成果を理解

し、修士課程で理科教育学研究に取り組み、ま

た修了後、理科教育研究力を有する理科教員と

なるための基礎を形成することを目標とする。

授業全体を通して、歴史的社会的現象である理

科教育を対象化し解明するための基本的な枠組

みと、その研究成果・動向について講義する。

具体的には、理科教育学研究の射程に鑑み、理

科教育目的論、理科教育内容論、理科教授・学

習論、理科教育評価論及び現代理科教育論の基

礎にある科学論等について論究する。

教室は人間系学系棟

B523・524

01B7001と同一。

0ATAG0

2
理科教育学演習 2 2.0 1

秋AB

通年

水1,2

集中
8B210 山本 容子

理科教育学研究を始めるための基礎的演習であ

る。理科教育学研究力とプレゼンテーション力

の向上を図ることをねらいとする。理科教育学

関連の英語論文を読み、理科教育学研究の実

際・困難点・動向を把握する。前半は、理科教

育の代表的な国際誌に掲載された最新の英語論

文を各自で1本読み、その論文の内容を和訳して

まとめ、発表し、相互に批判・検討を行う。後

半は、理科教育における科学的な探究もしくは

理科学習論に関する英語論文1本を全員で読み、

和訳し、内容を検討する。

01B7011と同一。

0ATAG0

3
理科教育学習論 1 1.0 1・2 春AB 火1 山本 容子

D.ホドソン著「新しい理科教授学習論」を使用

し、理科学習研究を進める上での教師の実践的

力量形成をねらいとする。どのような教授学習

方法を用いれば子供一人一人が持っている個性

的な世界理解を尊重しながら新たな世界理解を

構築できるのかに関して吟味していく。「科学

の学習」を「科学を学ぶ」「科学について学

ぶ」「科学を実践する」という三つに区分し、

具体的な学習法を考究する。それぞれのテーマ

に関連した参考図書はその都度紹介し、必要に

応じて講義の中で取り上げる。

対面授業

0ATAG0

4
理科教育研究方法論 1 1.0 1 春C 集中 8B204 遠藤 優介

現代理科教育学研究において用いられる基礎的

な研究方法（アプローチ）について、その背後

にある理論的前提を確認するとともに、具体的

な研究事例を取り上げながら活用の実際を学

ぶ。質的・量的な研究それぞれの特徴とその射

程、調査計画の立て方やデータの集め方、分析

方法などを中心に、解説と受講者による活動を

交えながら実践的に検討する。

いずれも1時限から5

時限まで実施

01B7041と同一。

0ATAG0

5
理科教育実践演習 2 1.0 1・2 秋AB 木5,6 8B210 山本 容子

まず、実際の理科授業の動画を見て、理科授業

を規定する要因と授業の多様性について考え、

議論する。次に、アクティブラーニングの理

論・実践に関する書籍を読み、内容をまとめ、

発表・議論する。その際、新学習指導要領理科

における、理科の資質・能力を育成するための

主体的・対話的で深い学びのあり方についても

検討する。以上を踏まえて、学校現場で実践す

ることを想定し、個人もしくはグループで、中

学理科の授業を構想・実践し、相互評価を行

う。

01B7051と同一。

専門基礎科目(理科教育領域)
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0ATAG0

6
基礎物理学1 1 1.0 1・2 春AB 月3 8B204 森下 將史

教育現場における生徒の物理学への苦手意識払

拭の一助として、理科教員を目指す学生に物理

学の面白さを伝えることを目的とした講義を行

う。物質の成り立ち、光の性質、力学、熱力

学、電磁気学、原子物理学、天文学、素粒子物

理学、物性物理学などのテーマについて、ま

ず、物理学における基本概念と基本法則の誕生

と変遷に注目して講義を行う。また、この中

で、中等教育では触れられない、高度ではある

が興味深い現象や概念についても講義を行う。

01B7301と同一。

対面とオンライン

（オンデマンド）と

のハイブリッド授業

１回目は8B204号室に

て対面での授業。

２回目以降について

はmanabaにて連絡し

ます。

0ATAG0

7
基礎化学1 1 1.0 1・2 春AB 火2 8B204

一戸 雅聡,佐藤

智生,長友 重紀,

藤田 健志,千葉

湧介

高校化学を教えるために必要な化学の基礎的な

知識を修得できるように、周期表、原子と分子

の構造、化学結合、物質量、気体の状態方程

式、エンタルピー、物質の三態、溶液と固体の

性質など化学の基礎となる項目を講義する。

基礎化学2も受講する

ことが望ましい。

01B7311と同一。

0ATAG0

8
基礎生物学1 1 1.0 1・2 春AB 火4 8B409

橋本 哲男,中山

剛,出川 洋介

分子生物学、形態、生殖、進化、分類、生態な

どの基礎生物学の内容を、中高生に分かりやす

く説明できるようになる。また、基礎生物学分

野の研究がもたらす社会的側面についても理解

し、討論できるようになる。

01B7321と同一。

0ATAG0

9
基礎地学1 1 1.0 1・2 春AB 火5 8B409

角替 敏昭,上松

佐知子

理科の教員として必要な地学の基礎的な知識の

習得のため、地球史、生命史、大陸形成史の基

礎的な内容について講義する。授業の前半は、

生命の誕生以降の地球の歴史と生物の進化およ

びそれらの相互作用によって作られてきた地球

表層史を俯瞰する。また基本的な化石標本の調

査と処理および同定記載、ならびに生層序対

比、古生物地理、機能形態解析、系統樹作成を

含めた進化理論、化石成因論、古生態復元、古

環境復元、化学化石分析などの具体的な研究例

に基づき、実際の研究を行う上で必要な概念と

手法を理解する。後半は、地球を構成する岩石

のうち、特に火成岩と変成岩について、基礎的

な分類から、その生成過程、起源、テクトニク

ス等に焦点を当てて講義する。本授業により、

知識と理解力および問題解決能力を向上させ

る。

01B7331と同一。

0ATAG1

0
基礎物理学2 1 1.0 1・2 秋AB 月3 8B306

森下 將史,矢花

一浩,森 正夫

中等教育における物理学の教員が背景知識とし

て習得していることが望ましい、高度ではある

が興味深い現象や概念について講義する。題材

として、結晶構造、相対性理論、フーリエ変

換、数の概念、準周期系、カオス、エントロ

ピー、トポロジー、フラクタル、などを扱う。

ここでは特に、物理学と密接な関わりをもつ数

学との関係に注目し、数学者が作り上げた抽象

的な概念を物理学者が如何に現実の現象に応用

してきたかを講義し、高度な現象や概念の理解

を目指す。

01B7341と同一。

0ATAG1

1
基礎化学2 1 1.0 1・2 秋AB 火2 8B409

佐藤 智生,一戸

雅聡,長友 重紀,

藤田 健志,千葉

湧介

高校化学を教えるために不可欠な化学の基礎的

な知識を修得できるように、基礎化学1に引き続

き、化学平衡、酸と塩基、緩衝作用、酸化と還

元、電池、化学熱力学、エントロピー、反応速

度、活性化エネルギー、核化学、原子核、同位

体、有機化学、立体化学、化学分析、クロマト

グラフィーなど化学の基礎となる項目を講義す

る。

基礎化学1を受講して

いることが望まし

い。

01B7351と同一。

0ATAG1

2
基礎生物学2 1 1.0 1・2 秋AB 月5 8B409

澤村 京一,八畑

謙介,横井 智之

理科の教員として必要な生物学の基礎的な知識

を習得するため、動物生態学、保全生態学、遺

伝学、進化学、動物系統分類学、動物形態学の

基礎的な内容について講義する。

01B7361と同一。
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0ATAG1

3
基礎地学2 1 1.0 1・2 春C 月3,4 8B409

興野 純,藤野 滋

弘

理科の教員として必要な地学の基礎的な知識の

習得のため、地層学・層序学、鉱物学の基礎的

な内容について講義する。授業の前半は堆積

岩・堆積物の分類や生成過程、それらに記録さ

れた情報を読み取る手法を講義する。また、

様々な種類の層序学的手法を用いて地層を対比

し年代の新旧を知る方法についても解説する。

授業の後半では,石英・長石・かんらん石・輝石

などの主要な造岩鉱物の性質や、炭酸塩岩や土

壌を構成する各種鉱物の性質について講義す

る。本授業により、知識と理解力および問題解

決能力を向上させる。

01B7371と同一。

0ATAG1

4
理科教育実験1 3 1.0 1・2 春AB 金3,4 8B101

森下 將史,八畑

謙介,長友 重紀,

藤野 滋弘

物理、化学、生物、地学の各分野について、基

礎的な実験・実習技術を習得し、科学全般の理

解を深める。本実験により、知識と理解力、企

画力、問題解決能力、表現力、創造力を向上さ

せる。

教室は8B101他

基本的に対面での実

習。

１回目は 8B101号室

にて物理の実験を行

います。

その後の日程につい

てはmanaba等で連絡

します。

0ATAG1

5
理科教育実験2 3 1.0 1・2 秋AB 金3,4 8B101

森下 將史,角替

敏昭,八畑 謙介,

藤田 健志,千葉

湧介

物理、化学、生物、地学の各分野について、基

礎的な実験・実習技術を習得し、科学全般の理

解を深める。本実験により、知識と理解力、企

画力、問題解決能力、表現力、創造力を向上さ

せる。

教室は8B101他

0ATAG1

6
物理学教育実験 3 1.0 1・2 秋B 水3-6 8B101

森下 將史,坂本

瑞樹,野村 晋太

郎

身近な物理現象の理解と、教育現場における実

習実験に創意工夫を行える技能の習得を目指し

て、実験実習を行う。テーマは大きく2つ行う。

1つは、空気抵抗を受けながら落下する物体や自

らが興味を抱く運動する物体について、デジタ

ルカメラで撮影した動画から画像解析の技術を

用い、物体の運動の解析を行う。もう1つは、エ

レキギターのピックアップ部に着目し、実際に

ピックアップ部を自作して電磁誘導により弦の

振動を電気的に検出し、さらにオシロスコープ

での観測を行う。

01B7392と同一。

0ATAG1

7
化学教育実験 3 1.0 1・2 秋A 水3-6 8B102

長友 重紀,藤田

健志,千葉 湧介

化学実験を行うことを通じて、化学的現象のモ

デル実験、観察、データ処理、教材制作の方法

を研修し、化学教育における実験のあり方を考

究する。本実験では各実験テーマについて「指

導側と被指導側に分かれて行う」ことにより、

化学教育の指導法についての理解力を向上させ,

実践に必要な力を身につけることを目的とす

る。

01B7402と同一。

対面実験を行う

0ATAG1

8
生物学教育実験 3 1.0 1・2 春B 水3-6 8B104

橋本 哲男,野村

港二,澤村 京一,

八畑 謙介,中山

剛,横井 智之

中高生を対象とした生物観察・実験の指導がで

きるようになるため、生物学の様々な分野の実

験を行う。

01B7412と同一。

0ATAG1

9
地学教育実験 3 1.0 1・2 春A 水3-6 8B106

興野 純,上松 佐

知子

地学教育に欠かせない代表的な実験(例えば化

石、地層、岩石、鉱物などの観察および鑑定)の

手法を修得する。また野外における調査方法や

危機管理方法を学習し、安全教育を実践する手

法を修得する。

0ATAG2

0
地学教育野外実験1 3 1.0 1・2

夏季休業

中
集中

上松 佐知子,藤

野 滋弘

埼玉県皆野町周辺をフィールドとして、野外巡

検の基礎を学ぶ。特に、不整合、高圧低温型変

成岩などの観察や、ルートマップ作成方法、ク

リノメーターでの走向・傾斜の測定方法、露頭

の観察方法、ルーペを用いた微細構造の観察、

岩石試料の採集方法などを野外で学習する。本

野外実験では事前学習を含む巡検の企画と運

営、および事後のレポート作成を必須とする。

この野外実験を履修することにより、知識と理

解力、企画力、問題解決能力、表現力、創造力

を向上させる。

地学教育野外実験1ま

たは2のいずれか1つ

を受講できる。

01B7451と同一。
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0ATAG2

1
地学教育野外実験2 3 1.0 1・2

春季休業

中
集中

藤野 滋弘,上松

佐知子

埼玉県小鹿野町周辺をフィールドとして、野外

巡検の基礎を学ぶ。特に、地質構造、堆積構

造、岩石中の微細構造などの観察や、ルート

マップ作成方法、クリノメーターでの走向・傾

斜の測定方法、露頭の観察方法、岩石試料の採

集方法などを野外で学習する。本野外実験では

事前学習を含む巡検の企画と運営、および事後

のレポート作成を必須とする。この野外実験を

履修することにより、知識と理解力、企画力、

問題解決能力、表現力、創造力を向上させる。

01B7452と同一。

0ATAG2

2

理科野外実習インター

ンシップ
3 2.0 1・2 春C 集中

角替 敏昭,藤野

滋弘

附属坂戸高校の野外実習に参加し、野外実習に

おける指導法や安全教育などの実践方法を担当

教員および附属高校の教員から学ぶ。本イン

ターンシップでは、事前学習を含む野外実習の

企画と運営、および事後のレポート作成を必須

とする。事前学習では、附属高校において指導

法や安全教育などの指導方法を学習する。生徒

向け野外活動のしおりなどを作成し、野外活動

の全体を把握する。野外実習では事前学習で指

導を受けた内容を実践する。特に野外での生徒

指導方法や、安全対策、危機管理方法について

学習する。また生徒の野外での研究活動や成果

発表会の指導補助なども行う。事後学習とし

て、附属高校において野外実習の総括を行う。

最後にインターンシップのレポートを作成し、

担当教員および附属高校教員からの指導を受け

る。

0ATAG2

3
物理学特講 1 1.0 1・2 春AB 月4 8B409

森下 將史,石塚

成人,野村 晋太

郎

物理学における基本概念の理解習得と、教育現

場における懐深い授業のための話題提供とし

て、物理学における傑出した研究者たちの人物

像を中心にセミナー形式の授業を行う。ピタゴ

ラス、アルキメデス、アリストテレス、コペル

ニクス、ガリレオ、マックスウェル、アイン

シュタインなどの人物を題材とし、教員が題材

とする研究者について概要を説明した後、さま

ざまな文献で受講生が調査してきた内容を発表

し合い、理解を深めるとともに人物像をより具

体化することを目指す。

オンライン授業（リ

アルタイム）

MS-Teamsを用いてリ

アルタイムで授業を

行う。Manabaの掲示

を参照のこと。

0ATAG2

4
化学特講 1 1.0 1・2 春AB 金1 8B409

佐藤 智生,一戸

雅聡,長友 重紀,

藤田 健志,千葉

湧介

理科教育を志す受講生が現代化学の広がりと深

みを理解できるように、現代化学のトピックス

をその基礎になる考え方とともに講義する。

その他の実施形態

（主としてオンライ

ン（同時双方向

型））

0ATAG2

5
生物学特講 1 1.0 1・2

夏季休業

中
集中

出川 洋介,横井

智之

自然界における生物の相互関係の理解を深める

ため、特に植物・昆虫・菌類の関係を中心に講

義と観察・実習を行う。観察・実習では、自然

観察に必要な目と技術を養うことを目標とす

る。具体的には、野外での昆虫採集方法、標本

の作り方に関する手法を理解させ、野外での昆

虫採集の手法を習得し、標本の作り方、目の同

定を実践する。講義では、昆虫を中心に動物の

分類や生態を紹介し、自然の仕組みとそれを研

究するための基礎的な事項について学習させ

る。最後に、菅平における代表的な自然植生と

人為植生との違いを説明し、理解させる。この

授業を通して、知識と理解力、企画力、問題解

決能力、表現力、創造力を向上させる。

菅平高原実験所にて

実施

0ATAG2

6
地学特講 1 1.0 1・2 秋C 応談

角替 敏昭,藤野

滋弘

理科教育を志す受講生が地学分野の広範囲の内

容を理解するため、地球科学に関する最新の研

究成果について講義する。本授業により、地学

に関する応用知識と理解力および問題解決能力

を向上させる。
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0ATAG2

7
理科教育学特講 1 1.0 1・2 秋C 集中 8B210

山本 容子,遠藤

優介,大髙 泉

現在展開されている理科教育学研究の最新の知

見を把握し、それらについての理解を深めるこ

とを目標とする。具体的には、主に科学的知

識・概念の獲得という部分に焦点を当て、そこ

に関係する諸側面として特に科学哲学、認識

論、認知心理学研究を取り上げながら、各々に

ついて講義し、議論する。また、それらを踏ま

えた上で、現代理科教育論の基本的立場を再確

認するとともに、今後の理科教育学研究におけ

る課題について総合的に検討する。

2/5（土）、2/6

（日）いずれも1時限

-4時限（対面）８

B210 で実施
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAL0

1

Education and an

Interconnected

World

1 2.0 1・2 春AB 金3,4 8B209 菊地 かおり

国際教育に関する諸問題について、相互依存を

深める世界との関連を視野に入れながら考察す

る。授業では、国際バカロレア（IB）を含む国

際教育の定義を検討し、また、日本における国

際化・グローバル化対応の教育政策の動向を概

説することで、国際教育をめぐる国内外の取り

組みについて検討する。まず、ユネスコやIBの

文書、関連論文を手掛かりとして国際教育の定

義を検討する。次に、IBのミッション・ステー

トメント、学習者像、国際的視野の位置づけを

確認する。後半は、日本における動向に焦点を

当て、戦後の国際理解教育の受容や近年のグ

ローバル人材育成をめぐる議論について検討す

る。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

2

Research

Methodology
1 1.0 1・2 春AB 火2 8B209 菊地 かおり

修士論文の作成に必要となる研究方法の基礎理

論について検討する。まず、これまでの各自の

研究経験を振り返り、修士論文の作成に向けて

必要となるステップを確認する。次に、研究の

方法論を検討するために、実証主義、構築主

義、批判理論といった研究上のスタンスの相違

を比較検討し、研究上の問いや研究の意義を吟

味する。また、これらのスタンスの相違が研究

方法の選択にどのようにかかわってくるのかを

理解する。最後に、量的研究と質的研究におけ

る代表的なデータ収集の方法として質問紙調査

とインタビュー調査を取り上げ、可能となる分

析や留意点について概説する。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

3

Research Design

and Methods
1 2.0 1・2 春C 集中 川口 純

修士論文の執筆に必要な理論と実践を修得す

る。前半部分では、研究計画の立案方法、具体

的な「問い」の立て方、先行研究の分析、様々

な研究手法について理論を中心に学習を進め

る。後半部分では、前半に学習した理論を基に

実践力を高める授業を実施する。具体的には、

修士論文作成のためのインタビュー調査、質問

紙調査などを作成し、グループ学習、学校訪

問、被験者の招聘などを通じて実際に調査を試

み、研究スキルを向上させる。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

4

Pedagogy for a

Changing World I
1 2.0 1・2 春AB 水3,4

川口 純,菊地 か

おり,Carol

Inugai-Dixon

国際バカロレア(IB)等の国際教育の教育者とし

て、教授上のアイデンティティを理解できるよ

うになることを目標とする。振り返りによる批

判的洞察を伴う経験学習及びその理論の検討を

通して、21世紀の教育者としての行為主体性を

理解する。授業では、国際バカロレアのビジョ

ン、協働的探究、批判的思考、学習理論、社会

的・情緒的・倫理的(SEE)学習、ホリスティック

(包括的)教育、多言語主義、認知的学習的言語

運用能力(CALP)等をトピックとして扱い、国際

教育における教授・学習理論について検討す

る。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

専門基礎科目(国際教育サブプログラム)
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0ATAL0

5

Pedagogy for a

Changing World II
1 2.0 1・2 秋AB 水3,4

川口 純,菊地 か

おり,Carol

Inugai-Dixon

本授業における学習を通して、国際的な教育者

としての教授上のアイデンティティと行為主体

性の育成を図る。授業では、国際バカロレア

(IB)等にみられる探究に基づく学習の教授実践

の中心的原則である「知の理論(Theory of

Knowledge: TOK)」について検討する。授業で

は、TOKの枠組みである「知るための方法

(WOKs)」と「知識の領域(AOKs)」を手がかりと

して、感覚、芸術、言語、物語、感情、記憶な

どに着目し、批判的思考の育成方法及び変容を

促す教育について理解する。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Students enrolling

in this course must

have successfully

completed 0ATAL04.

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAL0

6

Assessment for

Learning I
1 2.0 1・2 春AB 金1,2 8B209

川口 純,梅津 静

子

国際バカロレア(IB)を中心とする国際教育にお

ける様々な評価法を理解しながら、学習内容の

評価だけでなく、学びのための評価やフィード

バックについて考察と実践を深める。ICT活用や

ポートフォリトといった取り組みについても学

ぶ。経験学習を通して、協働活動も行う。授業

の前半は、評価に関する理論とIBの各プログラ

ムにおける評価の特徴を理解するとともに、形

成的評価・総括的評価、セルフアセスメント、

ピアアセスメント等の多様な評価方法を整理す

る。後半は、評価課題やルーブリックを作成

し、発表を行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

7

Assessment for

Learning II
1 2.0 1・2 秋AB 金1,2 8B209

川口 純,梅津 静

子

国際バカロレア(IB)を中心とする国際教育にお

ける様々な評価法についての理解を深化させ

る。学習内容の評価だけでなく、学びのための

評価やフィードバックについて実践的に取り組

む。経験学習を通して、協働活動も行い、実際

の評価法についてプランナーを作成しながら検

討する。授業の前半では、発達段階や学習活動

に応じた評価方法について理解を深める。後半

では、それらの理解をもとに各プログラムや発

達段階に対応した評価課題及びルーブリックを

作成し、発表を行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Students enrolling

in this course must

have successfully

completed 0ATAL06.

英語で授業。

0ATAL0

8

Curriculum as

Process I
1 2.0 1・2 春AB 木3,4 8B209

菊地 かおり,梅

津 静子

国際バカロレア（IB）を中心とする国際教育の

理論、カリキュラム概要やフレームワークを理

解する。発達段階やそれぞれの国の文脈に対応

したカリキュラムについても考察する。経験学

習を通して、協働活動や発表も行う。授業で

は、まず、カリキュラム論における議論を参照

し、イデオロギーの相違を整理した上で、IBの

各プログラムのカリキュラムフレームを理解す

る。次に、各国における公的カリキュラムの検

討を行い、その特徴を比較する。最後に、カリ

キュラムのデザインとそのプロセスについて検

討し、発表を行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。
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0ATAL0

9

Curriculum as

Process II
1 2.0 1・2 秋AB 木3,4 8B209

菊地 かおり,梅

津 静子

国際バカロレア（IB）を中心とする国際教育の

理論、カリキュラム概要やフレームワークを深

く理解する。IBのカリキュラムフレームワーク

を通して、具体的なカリキュラム・プランニン

グやデザインを実践する。討論や協働活動、課

題発表も行い、探究を深める。授業の前半で

は、探究学習、概念学習、学際的・教科横断的

学習、経験学習など学習形態に応じたカリキュ

ラム・プランニングについて検討する。後半で

は、カリキュラム・マッピングを行い、ユニッ

トプランナー（単元指導案）を作成し、発表を

行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Students enrolling

in this course must

have successfully

completed 0ATAL08.

英語で授業。

0ATAL1

0

The IB Primary

Years Programme
1 2.0 1・2 秋AB 水5,6 8B209

菊地 かお

り,Carol

Inugai-Dixon,

梅津 静子

国際バカロレア（IB）全体、そして、IBの初等

教育プログラム（Primary Years Programme:

PYP）の教育理論、カリキュラムフレームワーク

や教授法を理解する。様々な状況や文脈での国

際バカロレア教育の導入や実践についても考察

する。IBの教育を模範にしながら、経験学習を

通して、協働活動や発表も行う。授業では、PYP

に着目して、学習と指導の方法、カリキュラム

開発、探究学習、評価について理解を深める。

後半では、PYPの最終の評価課題であるエキジビ

ションに取り組み、その成果を発表する。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Prerequisites:

0ATAL04, 0ATAL06 &

0ATAL08.

英語で授業。

0ATAL1

1

The IB Middle

Years Programme
1 2.0 1・2 秋AB 水5,6 8B209

菊地 かお

り,Carol

Inugai-Dixon,

梅津 静子

国際バカロレア（IB）全体、そして、IBの中等

教育プログラム（Middle Years Programme:

MYP）の教育理論、カリキュラムフレームワーク

や教授法を理解する。様々な状況や文脈での国

際バカロレア教育の導入や実践についても考察

する。IBの教育を模範にしながら、経験学習を

通して、協働活動や発表も行う。授業では、MYP

に着目して、学習と指導の方法、カリキュラム

開発、探究学習、評価について理解を深める。

後半では、MYPの最終の評価課題であるパーソナ

ルプロジェクトに取り組み、その成果を発表す

る。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Prerequisites:

0ATAL04, 0ATAL06 &

0ATAL08.

英語で授業。

0ATAL1

2

The IB Diploma

Programme
1 2.0 1・2 秋AB 水5,6 8B209

川口 純,Carol

Inugai-Dixon,

梅津 静子

国際バカロレア(IB)全体、そして、IBのディプ

ロマプログラム(Diploma Programme: DP)の教育

理論、カリキュラムフレームワークや教授法を

理解する。様々な状況や文脈での国際バカロレ

ア教育の導入や実践についても考察する。IBの

教育を模範にしながら、経験学習を通して、協

働活動や発表も行う。授業では、DPに着目し

て、学習と指導の方法、カリキュラム開発、探

究学習、評価について理解を深める。後半で

は、DPの最終の評価課題である課題論文に取り

組み、その成果を発表する。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Prerequisites:

0ATAL04, 0ATAL06 &

0ATAL08.

英語で授業。
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0ATAL1

3

Professional

Learning and

Reflective

Practice

1 1.0 1・2 春AB 月3 8B209

川口 純,Carol

Inugai-Dixon,

梅津 静子

国際バカロレア(IB)における振り返りと専門職

能開発を中心として、その役割と意義について

検討する。授業の前半では、IBのカリキュラム

の改訂サイクル、教師に期待されるセルフスタ

ディ及び生涯学習のあり方について検討する。

また、IBによる定期評価及び専門研修の仕組み

について理解する。授業の後半では、振り返り

の方法としてのアクションリサーチ、専門職能

開発としてのポートフォリオに着目し、その意

義と実践方法について理解を深める。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAL1

4
Field Research 2 1.0 1・2 春C 集中

菊地 かおり,川

口 純,梅津 静子

国際バカロレア(IB)認定校においてグローバル

な文脈を取り入れた探究学習の授業実践を行

う。まず、事前に学校訪問及び授業参観を行

い、学校の特色や児童生徒の実態を把握しつ

つ、IBの各プログラムの授業について理解を深

める。その後、IB校の教員の助言を受けながら

探究学習のユニットプランナー(単元指導案)を

作成し、実践する。毎回の授業後に振り返りを

行い、授業実践スキルの向上を目指す。指導後

には全体での振り返りを行い、各自の授業実践

の振り返りを共有し、改善方策を検討する。

英語で授業。

0ATAL1

5
国際理解教育論 1 2.0 1・2 通年 応談 菊地 かおり

日本における国際理解教育について検討する。

在日コリアンの教育、帰国児童生徒教育、外国

籍児童生徒教育等を事例としながら現代的な教

育課題について考察する。授業では、まず、日

本における国際理解教育の展開について整理

し、その課題の変遷を把握する。次に、個別の

教育課題として、在日コリアンの教育、帰国児

童生徒教育、外国籍児童生徒教育等を事例とし

て、その課題の背景にある社会変化及び関連施

策について理解を深める。授業の後半では、こ

れらの事例に共通する課題として、教育の機会

均等、学校適応、母語保持などを取り上げ、子

どもたちの文化的・言語的多様性に対応した学

校教育のあり方を検討する。

要望があれば英語で

授業

0ATAL1

6
グローバル化と教育 1 2.0 1・2 秋AB 金3,4 8B209 菊地 かおり

グローバル時代の教育に影響を与える社会・政

治理論について検討する。ナショナリズム、多

文化主義、新自由主義、シティズンシップ等を

鍵概念としながら、現代の教育改革との関わり

においてその理論的潮流を把握する。授業の前

半では、新自由主義と教育改革に関する文献を

講読する。新自由主義に基づく考え方が、どの

ように教育改革や学校経営、授業実践に影響を

及ぼしているのか、また世界各国でその潮流に

どのような相違がみられるのかを検討する。授

業の後半では、多文化主義・間文化主義などの

多様性と統合に関する文献を講読する。多様な

社会統合モデルを比較検討しつつ、人びとの多

様性を包摂するような社会及び教育のあり方に

ついて検討する。

要望があれば英語で

授業
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0ATAL1

7
国際教育開発論 1 2.0 1・2 通年 応談 川口 純

主に途上国の教育に焦点化し、各国の教育制

度・事情を比較、検討しながら授業を進める。

特に、サブサハラアフリカと東南アジアを事例

として取り上げ、域内の教育制度や最新の教育

改革の動向を検討していく。多くの途上国にお

いては、1990年に開催された「万人のための教

育 (Education For All: EFA) 世界会議」以

降、初等教育の普遍化が国際的目標となり、

2015年をEFA達成の目標年と位置づけ、無償化政

策などを通して教育機会の拡大に尽力してき

た。結果的に、これまで教育の量的拡大には一

定程度、成功してきた。その一方で、教育の質

(特に内部効率性とアウトプット)が低下し、格

差の拡大、教員離職率の上昇など、急激な量的

拡大に伴う様々な課題も引き起こしている。こ

のような状況下において、如何に途上諸国が、

教育の質や公平性を改善しようとしているの

か、最新の教育改革動向を比較、検討してい

く。基本的な授業の進め方としては、担当教員

の講義形式で実施するが、受講者には受け身の

姿勢ではなく、積極的に議論に参加することを

期待する。

0ATAL1

8
国際教育協力論 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
水2 8B209 川口 純

国際教育協力について「理論」と「実践」の両

面から学習を深めていきたい。まず、国際教育

協力に係る仕組みと理論を整理し、概念整理を

実施していく。次に、世界的な国際教育協力の

歴史的変遷を概観しながら、「垂直的な援助」

から「水平的な協力」へと変化してきた実態を

確認する。その後、日本の教育協力について、

ODA(政府開発援助)大綱の改定も踏まえながら、

全体的な仕組みやJICA(国際協力機構)の役割や

機能を確認していく。実際に日本の国際教育協

力事例を取り上げ、映像や資料を参照しながら

具体的な教育課題について議論を深めていく。

当該議論においては途上国の中でも、特に東南

部アフリカの事例と東南アジアの事例を詳細に

取り上げて議論を進めていく計画である。基本

的な授業の進め方としては、担当教員の講義形

式で実施するが、受講者には受け身の姿勢では

なく、積極的に議論に参加することを期待す

る。

0ATAL1

9
教員養成の国際比較 1 2.0 1・2 通年 応談 川口 純

世界の教員養成改革について今日的な視点も交

えて、より広い立場から考察したい。現在、世

界中でグローバルに進展する教育改革動向に関

連付けながら、教員を各国、地域が如何に養成

しようとしているのか、最新の教員養成改革の

動向について検証していく。

 また、後半部分では諸外国の教員養成改革を日

本の教員養成改革と相対的に比較、検証する視

点を持ち、現在、日本で進展している教員養成

改革についても見識を深め、理解を促す。授業

は担当教員の講義形式で実施するが、受講者に

は積極的に議論に参加することを期待する。

0ATAL2

0

Education in

Japan: Principles

Policies and

Practice I

1 1.0 1・2 春AB 月4 8B204
川口 純,菊地 か

おり,古田 雄一

現代日本の教育をめぐる論点を政策、制度、実

践といった多角的な視点から理解し、またその

課題について十分な知識をもとに論じることが

できるようになることを目標とする。授業で

は、日本の教育をめぐるさまざまなテーマを取

り上げ、その原理、政策、実践を概説する。具

体的には、教育制度、学校経営、数学教育、理

科教育、社会科教育、言語教育政策、道徳教

育、特別支援教育、高等教育をテーマとし、近

年の改革動向とその課題を提示する。授業の内

容をもとに討論を行い、論点についての理解を

深める。なお、主として英語で授業を行う。

英語で授業。
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0ATAL2

1

Education in

Japan: Principles

Policies and

Practice II

1 2.0 1・2 春C 集中 8B209
藤田 晃之,佐藤

博志,川口 純

現代日本の教育政策、制度、実践を支える諸理

論について理解を深めるとともに、諸外国との

比較を行うことで、日本の教育の特徴を検討す

る。Education in Japan Iで履修した内容をよ

り深化させ、日本の教育に対する理解を促す。

具体的に扱う領域は、キャリア教育、学校経営

論、特別支援教育の3点とし、近年の改革動向と

その課題を提示する。授業の内容をもとに討論

を行い、論点についての理解を深める。なお、

主として英語で授業を行う。

春Cは集中授業として

実施する。

英語で授業。
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAM0

1
初等国語特講a 1 1.0 1・2 春C 応談

矢澤 真人,稀代

麻也子,今田 水

穂

小学校国語科での授業に必要な国語に関する基

礎的な事項を確認したうえで、応用的な知見や

技能を身につけることを目標とする。具体的に

は、小学校での国語科の授業に必要な国語に関

する知識・技能の向上をねらう。特に伝統的な

言語文化と国語の特質に関する事項について、

漢文学や国語学を中心に取り扱う。

01B2350と同一。

0ATAM0

2
初等国語特講b 1 1.0 1・2 秋C 集中 8B406

長田 友紀,勝田

光,吉森 佳奈子

小学校国語科での授業に必要な国語に関する基

礎的な事項を確認したうえで、応用的な知見や

技能を身につけることを目標とする。具体的に

は、小学校での国語科の授業に必要な国語に関

する知識・技能の向上をねらう。特に伝統的な

言語文化について国文学を中心に取り扱う。ま

た、話すこと・聞くこと・読むこと・書くこと

などの国語に関する技能についてもトレーニン

グしていく。なお、いずれの時間も小学校での

実践的な指導や教材化に関する討議を含む。

詳細後日周知。

西暦偶数年度開講。

01B2351と同一。

オンライン(オンデマ

ンド型). オンライン

(同時双方向型)

0ATAM0

3
初等社会特講 1 1.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B204

國分 麻里,井田

仁康,唐木 清志,

金 玹辰

初等社会科教育課程の内容構成を前提として、

教科「社会」を担当する教員に必要な教科の専

門的知識及び技能を習得してもらうことを目標

とする。本授業では、初等社会科教育課程を構

成する「地域学習」(3・4年)「産業学習」(5年)

「国土学習」(5年)「歴史学習」(6年)「政治学

習」(6年)「国際学習」(6年)について、地理

学・歴史学・社会諸科学(公民)の各学問領域の

立場から、社会科の教材開発に必要な専門的知

識及び技能を身に付けてもらう。

詳細は後日通知予

定。

対面

0ATAM0

4
初等数学特講 1 1.0 1・2

春季休業

中
集中 蒔苗 直道

算数の背景にある数学の基礎的概念や,学問とし

ての数学の知識や技能,数学的な論理の展開の方

法を基に,算数についての理解を深めることを目

標とする。

3/11（金）1限～3

限、3/12（土）1限～

3限、3/13(日）3限～

6限

オンラインで実施

01B2353と同一。

3/11, 3/12, 3/13

オンライン(同時双方

向型)

0ATAM0

5
初等理科特講 1 1.0 1・2 通年 応談

森下 將史,山本

容子

本授業では、1小学校理科の内容のうち、物理・

化学・生物・地学分野に関係する基礎的・基本

的知識を身につける、2小学校理科の実験のう

ち、物理・化学・生物・地学分野に関する基礎

的・基本的技能を身につける、の2つを目標とす

る。具体的には、小学校理科(物理・化学・生

物・地学)に関する基礎的・基本的な内容(実験

を含む)について解説・検討するとともに、それ

らの内容から中学校理科の内容への接続という

観点に基づいた議論を行う。

0ATAM0

6
初等英語特講 1 1.0 1・2 秋AB 木4 名畑目 真吾

年少者が外国語として英語を習得・学習する際

のメカニズムを文献講読によって理解し、国内

の小学校英語教育について理論的・批判的に考

えを深めることができることを目標とする。具

体的に、外国語としての英語の習得における年

齢要因について、各技能や動機づけ、方略使用

の観点から検討する。また、小学校学習指導要

領の目標と内容、ならびに学習理論についても

扱い、英語学や応用言語学などの知見にも触れ

ながら、子どもの発達をふまえた複眼的な検討

を行う。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

専門基礎科目(初等教育関係)

078



0ATAM0

7
初等図画工作特講 1 1.0 1・2 春C 火3,4 石﨑 和宏

小学校学習指導要領の「図画工作」における目

標と内容の理論的背景を検討しつつ、指導実践

に向けた学習理論について理解することを目標

とする。そのために、本授業では、小学校学習

指導要領の目標と内容、ならびに学習理論につ

いて、表現領域と鑑賞領域ごとに子どもの発達

をふまえて複眼的に検討を行う。具体的には、

描画表現と鑑賞活動における子どもの発達理

論、造形表現と鑑賞を支援する学習方略、造形

表現と鑑賞を支援するツールの開発、表現と鑑

賞をつなぐ図画工作の授業構想について議論す

る。

01B2360と同一。

0ATAM0

8
初等体育特講 1 1.0 1・2 秋AB 火2 8B209 宮崎 明世

小学校期の身体的・精神的・社会的発達の特徴

を学習し、初等教育における「体育」の重要性

を理解する。それらに対応した、動きづくり、

運動の理解、態度形成と言語活動について専門

的な知識を身に付ける。さらに、学習指導要領

の学習内容に対応した具体的な運動プログラム

を考えられるようになることを目標とする。具

体的には、小学校段階の身体的な発育の特徴と

身体活動の重要性を、講義を通して理解し、基

礎的・発展的な「動きづくり」について検討す

る。また、認知的・精神的な発達の特徴を理解

し、小学校体育で求められる運動に関する理解

について検討する。社会的な発達と特徴につい

て理解し、体育における仲間作りと態度形成、

言語活動とコミュニケーションについて検討す

る。専門的な知識をともに、具体的な学習内容

や指導方法について考える力を身に付ける。

小学校1種免許を取得

している初等専修免

許取得希望者に限

る。
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAN0

1
教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

平井 悠介,德永

智子,京免 徹雄,

庄司 一子,濱田

博文,藤田 晃之,

樋口 直宏,平田

諭治,佐藤 博志,

上田 孝典,田中

マリア,藤井 穂

高,タスタンベコ

ワ クアニシ,田

中 正弘

教育学をテーマとして研究するにあたり、学術

論文を執筆するための基礎的な理論と方法を学

ぶ。

0ATAN0

2
教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

平井 悠介,德永

智子,京免 徹雄,

庄司 一子,濱田

博文,藤田 晃之,

樋口 直宏,平田

諭治,佐藤 博志,

上田 孝典,田中

マリア,藤井 穂

高,タスタンベコ

ワ クアニシ,田

中 正弘

教育学の基盤を形成する各学問領域に関する最

新の研究論文をそれぞれ2本ずつ選択し、その検

討を通して研究論文の執筆に関わる専門的な知

識と汎用的なスキルを身につける。また後半で

は受講者が研究テーマと論文構想を発表し、全

員で討議を行う。

0ATAN0

3
教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

平井 悠介,德永

智子,京免 徹雄,

庄司 一子,濱田

博文,藤田 晃之,

樋口 直宏,平田

諭治,佐藤 博志,

上田 孝典,田中

マリア,藤井 穂

高,タスタンベコ

ワ クアニシ,田

中 正弘

各自の研究テーマに即した担当指導教員のもと

で,個別に指導を受けながら修士論文の執筆を進

め,中間と期末に全員参加による発表と質疑応答

を行う全体検討会を実施する。

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAP0

1
次世代教育研究I 2 3.0 1 通年 応談

上田 孝典,タス

タンベコワ クア

ニシ,德永 智子,

濱田 博文,佐藤

有耕,樋口 直宏,

平田 諭治,佐藤

博志,藤井 穂高,

沢宮 容子,古田

雄一

次世代学校教育創成に関心をもつ受講者を対象

に、教育学研究の領域別の特色、成果、課題、

今後の経営戦略とスクールリーダーの役割等に

ついて、研究を展開する上での理論と方法を検

討する。

0ATAP0

2
次世代教育研究II 2 3.0 2 通年 応談

上田 孝典,タス

タンベコワ クア

ニシ,德永 智子,

濱田 博文,佐藤

有耕,樋口 直宏,

平田 諭治,佐藤

博志,藤井 穂高,

沢宮 容子,古田

雄一,朝倉 雅史

次世代学校教育創成に関心をもつ受講者を対象

に、スクールリーダーおよび高度専門職業人の

基礎的資質と能力形成に向けて、教育学研究の

領域別の実践を分析・考察する。

14条対応

専門科目(次世代学校教育創成サブプログラム・学校教育領域・SL分野)

専門科目(教育基礎科学サブプログラム)
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0ATAP0

3
次世代教育研究III 2 3.0 2 通年 応談

上田 孝典,タス

タンベコワ クア

ニシ,德永 智子,

濱田 博文,佐藤

有耕,樋口 直宏,

平田 諭治,佐藤

博志,藤井 穂高,

沢宮 容子,古田

雄一,朝倉 雅史

次世代学校教育創成に関心をもつ受講者を対象

に、修士論文・実践研究報告書の作成に向けて

各自の専門領域に沿って学習を深め、成果を発

表する。

14条対応

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAU0

1
英語教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談 名畑目 真吾

英語教育学研究の基本的な進め方に関して、文

献講読を通して理解を深める。具体的には、ま

ず英語教育研究とは何かを学び、研究の目的や

研究の種類、研究のプロセスについて知る。そ

して、研究テーマの決め方や先行研究とのつな

がりについて理解し、データ収集方法や量的・

質的なデータ分析アプローチについても学ぶ。

さらに、研究成果を公表する方法や論文の構

成、及び引用文献の書き方などの基礎的な知識

を得ることで、英語教育研究を行う素養を身に

付ける。

0ATAU0

2
英語教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談 名畑目 真吾

英語教育学研究の在り方や様々なトピックにつ

いて、文献講読によって理解を深める。具体的

には英語教育研究の学際性について理解し、第

二言語習得論や認知科学、心理言語学といった

関わりの強い分野とのつながりについて学ぶ。

さらに、教育工学や自然言語処理、脳科学と

いった分野との関わりについても知る。そし

て、実際の英語教育研究のトピックとして、4技

能や文法習得、教員養成、異文化理解など幅広

い研究の在り方について学ぶことで、自身が行

う研究を深めることを目指す。

14条対応

0ATAU0

3
英語教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談 名畑目 真吾

英語教育学研究の立案から実施までを行い、そ

の成果を発表する。授業前半では、研究テー

マ、研究方法について検討を重ねて決定するこ

とを目標とする。授業後半では実際のデータ収

集及びデータ解析を行い、分析結果の考察、先

行研究との比較などを通して、研究の教育的・

学術的な示唆を導くようにする。最後に、研究

成果発表に向けての準備を行い、最終的に研究

成果をプレゼンテーションにより発表すること

を目指し、自身の研究成果の公表へとつなげ

る。

14条対応

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAV0

1
芸術科教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談 石﨑 和宏

芸術科教育におけるさまざまな実践課題の研究

方法についての理解を深め、特定実践課題で立

案した計画を遂行し、その成果と課題について

考察することを目的する。そのため、個別の教

育実践研究テーマから策定した研究の目的と方

法に基づいてリサーチを実施し、その成果と課

題を考察する。具体的には、リサーチプランに

おけるテーマと方法の発表、データ収集の実

施、データの量的・質的分析の検討、先行研究

との比較分析を通して、リサーチに基づく今後

の芸術教育の課題を検討する。

専門科目(学校教育領域・英語教育分野)

専門科目(学校教育領域・芸術科教育分野)
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0ATAV0

2
芸術科教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談 石﨑 和宏

芸術科教育におけるさまざまな実践課題の研究

方法についての理解を深め、特定実践課題で立

案した計画を遂行し、その成果と課題について

考察することを目的する。そのため、個別の教

育実践研究テーマから策定した研究の目的と方

法に基づいてリサーチを実施し、その成果と課

題を考察する。具体的には、芸術科教育におけ

るエッセンシャル・クエッション、ピラミッ

ド・ストラクチャーによる研究構想の具体化、

芸術科教育におけるリサーチメソッドの検討、

各自の特定課題リサーチデータの分析を通し

て、リサーチに基づく今後の芸術教育の課題を

検討する。

14条対応

0ATAV0

3
芸術科教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談 石﨑 和宏

芸術科教育における課題解決に向けた研究方法

について理解を深め、受講者の設定した特定課

題についてリサーチを計画し、その遂行と結果

について複眼的に考察することを目的とする。

さらに、修士論文にかかわる個別の研究テーマ

に基づいて研究の目的と方法を具体化し、アー

トベース・リサーチ(Arts-Based Research)の方

法論についての理解を深めつつ、それを活用し

た具体的リサーチを実施し、その成果と課題を

考察する。具体的には、各特定課題に対する

アートベース・リサーチのメリットや限界をふ

まえ、アートベース・リサーチの視点からの

データ分析と解釈を行い、各特定課題に対する

結論を検討する。

14条対応

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAW0

1
保健体育教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談 宮崎 明世

保健体育教育学研究Iでは、体育のカリキュラム

論、学習指導論、指導方略・指導技術などの観

点から体育科教育学の基礎を学び、理解する。

また、体育科教育学の今日的課題を取り上げて

議論することで、各自の問題意識を明確にす

る。さらに各自の問題意識に基づいた課題を設

定し、課題に応じた基礎となる領域の文献を講

読するとともに先行研究を探し手学習し、自身

の研究についての枠組みををつくる。

0ATAW0

2
保健体育教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談 宮崎 明世

保健体育教育学研究Iで身に付けた基礎をもと

に、各自の問題意識に基づいた課題解決の方法

を検討する。体育科教育学研究の進め方につい

て先行研究をもとにさまざまな角度から学ぶこ

とによって、自らの課題解決に適した研究計画

を立案する。課題解決のためのプロセスを手順

に則って進め、予備的な実践を行ってその成果

と課題を明らかにし、現実的な研究の方法を追

求する。

14条対応

0ATAW0

3

保健体育教育学研究

III
2 3.0 2 通年 応談 宮崎 明世

保健体育教育学IおよびIIにおける学習をもと

に、自ら立案した研究計画に則って研究を進め

る。また、海外を含めた体育科教育学研究の動

向や研究の基礎、進め方についても並行して学

習を進め、自らの研究に役立つ理論や先行研究

の知見を活用できるようにする。授業の中で研

究発表を行って情報を共有するとともに、研究

についての議論を行う。

14条対応

専門科目(学校教育領域・保健体育教育分野)
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAQ0

1
国語教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

馬場 美佳,矢澤

真人,大倉 浩,谷

口 孝介,石塚

修,島田 康行,橋

本 修,吉森 佳奈

子,稀代 麻也子,

長田 友紀,那須

昭夫,田川 拓海,

勝田 光

国語科の各領域に関する研究を収集し、今日的

な課題を把握すると同時に、現時点での達成水

準を理解する。そのうえで、各自の研究テーマ

についてのレポートを作成し、討議をとおして

それらを分析し評価するとともに自ら新たな視

点を提案するための提案するための知見や方法

を獲得する。

対面

0ATAQ0

2
国語教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

馬場 美佳,矢澤

真人,大倉 浩,谷

口 孝介,石塚

修,島田 康行,橋

本 修,吉森 佳奈

子,稀代 麻也子,

長田 友紀,那須

昭夫,田川 拓海,

勝田 光

国語科の各領域に関する研究について、各自の

問題意識に基づき研究目的を明確に設定する。

そのうえで適切な研究手法を選択し、調査を行

う。各自の調査の途中経過について報告会を開

き討議する。

対面

0ATAQ0

3
国語教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

馬場 美佳,矢澤

真人,大倉 浩,谷

口 孝介,石塚

修,島田 康行,橋

本 修,吉森 佳奈

子,稀代 麻也子,

長田 友紀,那須

昭夫,田川 拓海,

勝田 光

国語科の各領域に関する研究について、各自の

研究目的にしたがって、適切な研究方法で調査

を行う。そのうえでそれらを総合的に考察し修

士論文を執筆する。適切な研究手法を選択し、

調査を行う。各自の調査の途中経過について報

告会を開き討議する。

対面

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAR0

1
地理教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤,金

玹辰

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。発表にあたっては、担当教員から

事前に個別指導を受け、それに基づいて発表に

臨むことにする。なお、ゼミには履修者ととも

に担当教員が複数名参加して、各人の発表に対

して協議を行う。授業では基本的に、1時間に一

人のペースで発表を継続させる。授業で受けた

助言については、次の発表に生かす形で、地理

教育学研究に関する能力を一歩一歩上達させる

ことを目的とする。

0ATAR0

2
地理教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。地理教育学研究Iで身に付けた基礎

的な知識や技能を活用しながら、履修者は個別

の研究テーマをさらに深め、主として修士論文

の作成を目指して、研究を展開する。修士論文

のテーマとしては、大きく、地理教育学に関す

るものと地理学に関するものの二つが考えられ

る。しかし、この二つは互いに往還するもので

あるため、修士論文には当然これらが統合され

ることが目指されるはずである。

専門科目(国語教育領域)

専門科目(社会科教育領域)
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0ATAR0

3
地理教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤

地理教育学研究Iと地理教育学研究IIの授業を踏

まえて、2回実施される修士論文指導会(1年次の

2月と2年次の10月)と1回開催される修士論文発

表会(2年次の1月)において個人発表を行い、大

学院2年間の学習成果として修士論文を完成させ

る。また、発表に先立って、指導教員からの個

別指導を受けることを前提とする。修士論文発

表会には、これまで主として地理教育学関連の

教員から受けてきた指導に加え、歴史教育学及

び公民教育学の教員からも指導・助言を受ける

ことになる。こうすることで、地理と歴史と公

民を総合させた社会科教育学としてのアイデン

ティティが担保された修士論文が完成すること

になる。

0ATAR0

4
歴史教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

伊藤 純郎,國分

麻里,谷口 陽子

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。発表にあたっては、担当教員から

事前に個別指導を受け、それに基づいて発表に

臨むことにする。なお、ゼミには履修者ととも

に担当教員が複数名参加して、各人の発表に対

して協議を行う。授業では基本的に、1時間に一

人のペースで発表を継続させる。授業で受けた

助言については、次の発表に生かす形で、歴史

教育学研究に関する能力を一歩一歩上達させる

ことを目的とする。

0ATAR0

5
歴史教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

伊藤 純郎,國分

麻里,谷口 陽子

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。歴史教育学研究Iで身に付けた基礎

的な知識や技能を活用しながら、履修者は個別

の研究テーマをさらに深め、主として修士論文

の作成を目指して、研究を展開する。修士論文

のテーマとしては、大きく、歴史教育学に関す

るものと歴史学に関するものの二つが考えられ

る。しかし、この二つは互いに往還するもので

あるため、修士論文には当然これらが統合され

ることが目指されるはずである。

0ATAR0

6
歴史教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

伊藤 純郎,國分

麻里,谷口 陽子

歴史教育学研究Iと歴史教育学研究IIの授業を踏

まえて、2回実施される修士論文指導会(1年次の

2月と2年次の10月)と1回開催される修士論文発

表会(2年次の1月)において個人発表を行い、大

学院2年間の学習成果として修士論文を完成させ

る。また、発表に先立って、指導教員からの個

別指導を受けることを前提とする。修士論文発

表会には、これまで主として地理教育学関連の

教員から受けてきた指導に加え、地理教育学及

び公民教育学の教員からも指導・助言を受ける

ことになる。こうすることで、地理と歴史と公

民を総合させた社会科教育学としてのアイデン

ティティが担保された修士論文が完成すること

になる。

0ATAR0

7
公民教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

唐木 清志,五十

嵐 沙千子,森 直

人,鈴木 創,星野

豊

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。発表にあたっては、担当教員から

事前に個別指導を受け、それに基づいて発表に

臨むことにする。なお、ゼミには履修者ととも

に担当教員が複数名参加して、各人の発表に対

して協議を行う。授業では基本的に、1時間に一

人のペースで発表を継続させる。授業で受けた

助言については、次の発表に生かす形で、公民

教育学研究に関する能力を一歩一歩上達させる

ことを目的とする。
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0ATAR0

8
公民教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

唐木 清志,五十

嵐 沙千子,森 直

人,鈴木 創,星野

豊

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。公民教育学研究Iで身に付けた基礎

的な知識や技能を活用しながら、履修者は個別

の研究テーマをさらに深め、主として修士論文

の作成を目指して、研究を展開する。修士論文

のテーマとしては、大きく、公民教育学に関す

るものと社会諸科学・人文諸科学(社会学、経済

学、法律学、倫理学、哲学等)に関するものの二

つが考えられる。しかし、この二つは互いに往

還するものであるため、修士論文には当然これ

らが統合されることが目指されるはずである。

0ATAR0

9
公民教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

唐木 清志,五十

嵐 沙千子,森 直

人,鈴木 創,星野

豊

公民教育学研究Iと公民教育学研究IIの授業を踏

まえて、2回実施される修士論文指導会(1年次の

2月と2年次の10月)と1回開催される修士論文発

表会(2年次の1月)において個人発表を行い、大

学院2年間の学習成果として修士論文を完成させ

る。また、発表に先立って、指導教員からの個

別指導を受けることを前提とする。修士論文発

表会には、これまで主として地理教育学関連の

教員から受けてきた指導に加え、地理教育学及

び歴史教育学の教員からも指導・助言を受ける

ことになる。こうすることで、地理と歴史と公

民を総合させた社会科教育学としてのアイデン

ティティが担保された修士論文が完成すること

になる。

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAS0

1
数学教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

礒田 正美,清水

美憲,小松 孝太

郎,蒔苗 直道

1年生を対象に、数学教育における目標論、数学

教育史、教育課程論、教授学習論、教材開発論

等の多面的な研究動向を踏まえながら、数学教

育研究の指導を行い、教育学における研究方法

論を踏まえ、論文指導を行う。特に、各自の問

題意識に基づいて数学教育に関する諸問題につ

いてレポートをまとめ発表する。レポートに基

づく討議を通して、研究課題を明確化し、修士

論文を作成するための準備を行う。

0ATAS0

2
数学教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

礒田 正美,清水

美憲,小松 孝太

郎,蒔苗 直道

2年生を対象に、1年次の学修成果に基づいて、

数学教育における目標論、数学教育史、教育課

程論、教授学習論、教材開発論等の多面的な研

究動向を踏まえながら、数学教育研究の指導を

行い、教育学における研究方法論を踏まえ、論

文指導を行う。特に、各自の問題意識に基づい

て数学教育に関する諸問題についてレポートを

まとめ発表する。レポートに基づく討議を通し

て、修士論文の論構成を行い、内容を整理す

る。

14条対応

0ATAS0

3
数学教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

礒田 正美,川村

一宏,清水 美憲,

竹山 美宏,増岡

彰,木下 保,小松

孝太郎,塩谷 真

弘,田崎 博之,照

井 章,蒔苗 直

道,木村 健一郎

数学教育における目標論、数学教育史、教育課

程論、教授学習論、教材開発論等の多面的な研

究動向を踏まえながら、数学教育研究の指導を

行い、教育学における研究方法論を踏まえ、論

文指導を行う。特に、各自の問題意識に基づい

て数学教育に関する諸問題についてレポートを

まとめ発表する。レポートに基づく実証的な討

議を通して、修士論文を執筆する。

14条対応

専門科目(数学教育領域)
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科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAT0

1
理科教育学研究I 3 3.0 1 通年 応談

山本 容子,遠藤

優介,坂本 瑞樹,

矢花 一浩,石塚

成人,野村 晋太

郎,森 正夫,森下

將史,佐藤 智生,

長友 重紀,藤田

健志,橋本 哲男,

野村 港二,中山

剛,澤村 京一,出

川 洋介,八畑 謙

介,横井 智之,角

替 敏昭,上松 佐

知子,藤野 滋弘,

興野 純

理科教育の各専門領域ならびに複合領域に関す

る研究方法・教育方法を習得させると共に、理

科教育の観点から修士論文研究着手の指導を行

う。具体的な授業内容は、修士論文完成までの

プロセスの概要説明、研究倫理と情報倫理、中

学校理科における教育方法、高等学校理科にお

ける教育方法、教育方法の観点から見た中学校

理科と高等学校理科の接続・一貫性、理科教育

学研究における研究方法、理科教育学研究にお

ける機器の取り扱い、先行研究の検索方法、外

国語文献・資料の検索方法、研究テーマの構想

と先行研究の収集、先行研究の分析などであ

る。この授業により、知識と理解力、企画力、

問題解決能力、表現力、創造力の向上を図る。

0ATAT0

2
理科教育学研究II 3 3.0 2 通年 応談

山本 容子,遠藤

優介,坂本 瑞樹,

矢花 一浩,石塚

成人,野村 晋太

郎,森 正夫,森下

將史,佐藤 智生,

長友 重紀,藤田

健志,橋本 哲男,

野村 港二,中山

剛,澤村 京一,出

川 洋介,八畑 謙

介,横井 智之,角

替 敏昭,上松 佐

知子,藤野 滋弘,

興野 純

理科教育の各専門領域に関する研究方法・教育

方法を習得させると共に、理科教育の観点から

の修士論文作成の指導を行う。具体的な授業内

容は、修士論文作成に関するスケジュールの確

認、研究倫理と情報倫理、年間研究計画の確認

と見直し、修士論文における図・表・引用文献

リストの作成方法、章立ての検討、各章(研究背

景、研究目的、研究方法、研究結果など)の執筆

および推敲である。この授業により、知識と理

解力、企画力、問題解決能力、表現力、創造力

の向上を図る。

14条対応

0ATAT0

3
理科教育学研究III 3 3.0 2 通年 応談

山本 容子,遠藤

優介,坂本 瑞樹,

矢花 一浩,石塚

成人,野村 晋太

郎,森 正夫,森下

將史,佐藤 智生,

長友 重紀,藤田

健志,橋本 哲男,

野村 港二,中山

剛,澤村 京一,出

川 洋介,八畑 謙

介,横井 智之,角

替 敏昭,上松 佐

知子,藤野 滋弘,

興野 純

各自の問題意識に基づく研究課題について調

査・分析を行った結果の発表や討論により、研

究内容の問題点を先鋭化し、より理解を深めた

考察を行い、内容の整理を行うとともに、他者

の研究についても議論に参加する

14条対応

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

専門科目(理科教育領域)

専門科目(国際教育サブプログラム)
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0ATAX0

1
国際教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際教育学に関する理論枠組みと研究方法を修

得し、研究計画を定めることを目標とする。そ

のために、国際教育学に関する研究を展開する

上での、基礎的な理論と方法を学ぶ。授業で

は、先行研究の整理及び研究方法について概説

するとともに、教育の国際化・グローバル化、

国際機関(ユネスコ)やOECD、国際バカロレア教

育に関する文献の講読を行い、国際教育学研究

における理論枠組みを検討する。これらの知見

に基づき、各自の研究計画を発表し、フィード

バックを得る。

0ATAX0

2
国際教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際教育学に関する研究の展開を通して、専門

的な知識と汎用的なスキルを身につけることを

目標とする。国際教育学に関する専門的な知識

を修得し、データの収集・分析を進める。授業

では、教育の国際比較研究、学校改革と教師の

専門性、キャリア教育・シティズンシップ教

育、国際教育協力に関する文献の講読を行い、

国際教育学研究における分析枠組みを検討す

る。これらの知見に基づき、各自の研究の進捗

状況を発表し、フィードバックを得ることに

よって研究の質を向上させる。

14条対応

0ATAX0

3
国際教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際教育学に関する専門的な知識と汎用的なス

キルをもとに、研究成果の発信方法とその応用

可能性を検討し、教育政策・実践への提言を行

うことを目標とする。国際教育学に関する専門

的な知識に基づき、データの分析・解釈を進め

る。授業では、国際教育に関連する文献を手が

かりとして、データの分析及び解釈の妥当性に

ついて検討を行う。また、各自の研究成果を発

表し、フィードバックを得ることによって研究

成果の発信方法とその応用可能性を検討する。

14条対応

0ATAX0

4

International

Baccalaureate

Education Graduate

Seminar I

2 3.0 1 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際バカロレア教育を中心とした教育に関する

理論枠組みと研究方法を修得し、研究計画を定

めることを目標とする。そのために、国際バカ

ロレア教育を中心とした教育研究を展開する上

での、基礎的な理論と方法を学ぶ。授業では、

先行研究の整理及び研究方法について概説する

とともに、教育の国際化・グローバル化、国際

バカロレア教育の教授法・カリキュラム・アセ

スメントに関する文献の講読を行い、国際バカ

ロレア教育研究における理論枠組みを検討す

る。これらの知見に基づき、各自の研究計画を

発表し、フィードバックを得る。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

英語で授業。

0ATAX0

5

International

Baccalaureate

Education Graduate

Seminar II

2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際バカロレア教育を中心とした教育研究の展

開を通して、専門的な知識と汎用的なスキルを

身につけることを目標とする。国際バカロレア

教育に関する専門的な知識を修得し、データの

収集・分析を進める。授業では、国際バカロレ

ア教育の国際比較研究、ディプロマ・プログラ

ム(DP)、中等教育プログラム(MYP)、初等教育プ

ログラム(PYP)、概念学習、探究学習に関する文

献の講読を行い、国際バカロレア教育研究にお

ける分析枠組みを検討する。これらの知見に基

づき、各自の研究の進捗状況を発表し、フィー

ドバックを得ることによって研究の質を向上さ

せる。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

英語で授業。

14条対応
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0ATAX0

6

International

Baccalaureate

Education Graduate

Seminar III

2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際バカロレア教育に関する専門的な知識と汎

用的なスキルをもとに、研究成果の発信方法と

その応用可能性を検討し、教育政策・実践への

提言を行うことを目標とする。国際バカロレア

教育に関する専門的な知識に基づき、データの

分析・解釈を進める。授業では、国際バカロレ

ア教育に関連する文献を手がかりとして、デー

タの分析及び解釈の妥当性について検討を行

う。また、各自の研究成果を発表し、フィード

バックを得ることによって研究成果の発信方法

とその応用可能性を検討する。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

英語で授業。

14条対応
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　教員研修留学生プログラムは、海外の初等・中等教育機関の現職教員及び教育関係機関の専門職員等を対象として

日本の教員養成系大学で研修を行うものである。教育経営・教育方法及び専門教科等に関する研究を行い、以て本国

での教育水準の向上に役立つ人材の育成に寄与することを目的とする。加えて日本の教育現場に触れる機会を研修プ

ログラムに幅広く取り入れ、日本の社会及び教育に対する理解を促進することを目指す。

　研修期間は10月から翌々年３月までの１年半である。渡日後、10月から翌年の３月まで本学留学生センターにおい

て日本語予備教育を受講し、その後１年間の研究指導を受ける。

　教員研修留学生には下記の科目が開設されている。各開設科目を履修し、ファイナルレポートを提出した者に修了

証書が交付される。

第１期：10月から翌年３月、第２期：４月から９月、第３期：10月から翌年３月

授 業 科 目
実 施

期 間

曜 時 限

教 室
担 当 教 員 授 業 概 要 備 考

日 本 語 予 備 教 育 １期
留学生センター

教員
留学生センターでの日本語予備教育

Education Administration

and management in Japan
２期

金5

A426

上田孝典

（担当教員）

This course will outline education

administration and management in Japan.
英語で実施

Schools and educational

practices in Japan
〃

 火3

A426

久保園梓

(担当特任研究員)

This course will outline school and

lesson in Japan.
英語で実施

Education in Japan:

Principles Policies and

Practice I

〃
月4

8B204

川口　純

菊地　かおり

This course will outline education policy and

practice in Japan.

英語で実施

国際教育SP

の授業

Education in Japan:

Principles Policies and

Practice II

〃
集中

8B209

藤田　晃之

佐藤　博志

川口　純

This course will outline education policy and

practice in Japan.

英語で実施

国際教育SP

の授業

フ ァ イナ ルレ ポー ト演 習Ⅰ 〃
火4

A426

久保園梓

(担当特任研究員)
研究課題に関わる基礎的な文献購読と中間発表

フ ァ イナ ルレ ポー ト演 習Ⅱ 〃 関係指導教員 研究課題に関わる専門的な文献講読と調査指導

フ ァ イナ ルレ ポー ト演 習Ⅲ ３期 関係指導教員 研究課題に基づくファイナルレポートの作成

グ ロ ー バ ル 化 と 教 育 〃 金3・4 菊地　かおり
グローバル化の教育に影響を与える社会・政治理

論について検討する。

国際教育SP

の授業

特 別 講 演 〃 8B304 学 内 外 の 講 師 特別講師による専門領域についての講演

　この他に実地研修として以下のものがある。

外国人教員研修留学生カリキュラム

筑波大学大学院　博士前期課程　教育学学位プログラム

・学校訪問と国際文化交流（附属学校、近隣の公立学校等）

・各種教育関係の施設見学（文部科学省、国立国会図書館等）

・日本文化体験（茶道体験、研修旅行等）
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履修⽅法・修了要件 
 
教育学学位プログラム全体 
教育基礎科学 SP 
次世代 SP 
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達成度評価について 
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⼈間総合科学学術院 ⼈間総合科学研究群 博⼠前期課程
教育学学位プログラム（M）

科⽬区分 条件⼜は科⽬名等 修得単位数

基礎科⽬ 学術院共通専⾨基盤科⽬ 教育学理論研究（注1） 3

次世代教育開発研究（注1）

Theory of International Education

専⾨基礎科⽬ 教育学関連科⽬ 選択必修（注2） 18

専⾨科⽬ 教育学関連科⽬ 選択必修（注2） 9

修了単位数 30

履修⽅法・修了要件

科⽬群等

（修了要件）
２年以上在学し、学位プログラムごとに定める修了の要件として必要な授業科⽬の履修により所定の単位を
修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修⼠論⽂の審査及び最終試験に合格すること。ただし、在学期
間に関しては、優れた業績を上げた者については１年以上在学すれば⾜りるものとする。

（注1）国際教育サブプログラムへの⼊学者のうち、事前に国際教育サブプログラムの教育会議の承認を得
た者については、「教育学理論研究」及び「次世代教育開発研究」の代わりに、下記の科⽬を履修すること
ができる。
・Education in Japan: Principles Policies and Practice II（２単位）

（注2）専⾨基礎科⽬及び専⾨科⽬については、別紙のとおり、サブプログラム（次世代学校教育創成サブ
プログラムにおいてはサブプログラム内の領域）ごとに定められた履修⽅法に基づいて履修すること。

（注3） 社会⼈特別選抜試験によって⼊学した者のうち、⼤学院設置基準第14条に定める教育⽅法の特例の
適⽤を希望する者は、１年次で昼間に開設される科⽬により24単位以上、２年次で夜間等に開設される科⽬
（14条対応の科⽬）により６単位以上を修得するものとする。なお、上記特例の適⽤を受けようとする者
は、当該年度当初に、指導教員とプログラムリーダーに履修計画書を提出するものとする。

（注4）有職者の履修については、特例的扱いによる場合がある。

（注5）年度により開講しない科⽬もあるので、注意すること。

（注６）教育職員免許状を取得しようとする者は、科⽬選択にあたって免許状取得に必要な単位数を満たす
よう考慮すること。
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専⾨基礎科⽬・専⾨科⽬の履修⽅法

＜教育基礎科学サブプログラム＞
(1) 他の学位プログラム等の科⽬について、サブプログラムの教育会議において教育上有益と認めら

れたものに限り、修得した単位を専⾨基礎科⽬として認定することができる。ただし、⼈間総合
科学研究群内の科⽬は10単位、他の研究群の開設科⽬、学術院共通専⾨基盤科⽬及び⼤学院共通
科⽬は６単位を上限とする。

(2) 専⾨科⽬については、次のいずれかの科⽬群を履修すること。
・教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・国語教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・地理教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・歴史教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・公⺠教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・数学教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・理科教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
・英語教育学研究Ⅰ〜Ⅲ

5
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＜次世代学校教育創成サブプログラム・学校教育領域＞
(1) 専⾨基礎科⽬については、専⾨分野に応じて、以下の科⽬群から12単位以上を履修すること。

［スクールリーダーシップ開発分野］
科⽬番号0ATAB01〜0ATAB16
［英語教育分野］
科⽬番号0ATAH01〜0ATAH04を必修とし，0ATAB01〜0ATAB16から4単位以上履修
［芸術科教育分野］
科⽬番号0ATAJ01〜0ATAJ08を必修とし，0ATAB01〜0ATAB16から4単位以上履修
［保健体育教育分野］
科⽬番号0ATAK01〜0ATAK06を必修とし，0ATAB01〜0ATAB16から4単位以上履修

(2) 他の学位プログラム等の科⽬について、領域会議において教育上有益と認められたものに限り、
修得した単位を専⾨基礎科⽬として認定することができる。ただし、⼈間総合科学研究群内の科
⽬は10単位、他の研究群の開設科⽬、学術院共通専⾨基盤科⽬及び⼤学院共通科⽬は６単位を上
限とする。

(3) 専⾨科⽬については、受験時に希望した専⾨分野にもとづいて、次の科⽬群を履修すること。
・次世代教育研究I〜III
・英語教育学研究I~III
・芸術科教育学研究I〜III
・保健体育教育学研究I〜III

＜次世代学校教育創成サブプログラム・国語教育領域＞
(1) 専⾨基礎科⽬については、科⽬番号0ATAD01〜0ATAD08の科⽬の中から４単位以上を履修する

こと。
(2) 他の学位プログラム等の科⽬について、領域会議において教育上有益と認められたものに限り、

修得した単位を専⾨基礎科⽬として認定することができる。ただし、⼈間総合科学研究群内の科
⽬は10単位、他の研究群の開設科⽬、学術院共通専⾨基盤科⽬及び⼤学院共通科⽬、学群の授業
科⽬は６単位を上限とする。

(3) 専⾨科⽬については、次の科⽬群を履修すること。
・国語教育学研究Ⅰ〜Ⅲ

＜次世代学校教育創成サブプログラム・社会科教育領域＞
(1) 専⾨基礎科⽬については、科⽬番号0ATAE02〜0ATAE05の科⽬を履修すること。
(2) 他の学位プログラム等の科⽬について、領域会議において教育上有益と認められたものに限り、

修得した単位を専⾨基礎科⽬として認定することができる。ただし、⼈間総合科学研究群内の科
⽬は10単位、他の研究群の開設科⽬、学術院共通専⾨基盤科⽬及び⼤学院共通科⽬は６単位を上
限とする。

(3) 専⾨科⽬については、次のa)〜c)の科⽬群のいずれかを履修すること。
a)地理教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
b)歴史教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
c)公⺠教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
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＜次世代学校教育創成サブプログラム・数学教育領域＞
(1) 専⾨基礎科⽬については、科⽬番号0ATAF01〜0ATAF15の科⽬の中から6単位以上、かつ

0ATAF16〜0ATAF21の科⽬の中から6単位以上を履修すること。
(2) 他の学位プログラム等の科⽬について、領域会議において教育上有益と認められたものに限り、

修得した単位を専⾨基礎科⽬として認定することができる。ただし、⼈間総合科学研究群内の科
⽬は10単位、他の研究群の開設科⽬、学術院共通専⾨基盤科⽬及び⼤学院共通科⽬は６単位を上
限とする。

(3) 専⾨科⽬については、次の科⽬群を履修すること。
・数学教育学研究Ⅰ〜Ⅲ

＜次世代学校教育創成サブプログラム・理科教育領域＞
(1) 専⾨基礎科⽬については、科⽬番号0ATAG01、0ATAG02、0ATAG14、0ATAG15の科⽬を履修

し、0ATAG03〜0ATAG13及び0ATAG16〜0ATAG27の科⽬の中から６単位以上を履修するこ
と。

(2) 他の学位プログラムにて修得した単位、及び、学術院共通専⾨基盤科⽬または⼤学院共通科⽬か
ら修得した単位は、領域会議において教育上有益と認められたものに限り、６単位を上限に専⾨
基礎科⽬として認定することができる。担任または指導教員を通じて申請する。履修前の申請が
望ましい。

(3) 専⾨科⽬については、次の科⽬群を履修すること。
・理科教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
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＜国際教育サブプログラム＞
(1) 専⾨基礎科⽬については、科⽬番号0ATAL01〜0ATAL03の科⽬を履修すること。
(2) 専⾨基礎科⽬については、他の学位プログラム等の⼤学院レベルの科⽬（⼈間総合科学研究群内

の他の学位プログラム及び他研究群の開設科⽬、学術院共通専⾨基盤科⽬、⼤学院共通科⽬）を
履修してもよい。ただしこの場合、振り替えが認められるのは６単位までとする。

(3) 専⾨科⽬については、a) またはb) の科⽬群を履修すること。
a) 国際教育学研究Ⅰ〜Ⅲ
b) International Baccalaureate Education Graduate SeminarⅠ〜Ⅲ

注） 国際バカロレア教員資格（IB educator certificates）を取得しようとする者は、科⽬選択にあたっ
てIB教員資格及び免許状取得に必要な単位数を満たすよう考慮すること。
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達成度評価について
筑波⼤学の学位プログラムでは学⽣が修了時に⾝につけるべき知識・能⼒等を「コンピテンス」 とし

て設定しています。教育学学位プログラムでは、ディプロマ・ポリシーに揚げる知識・能⼒として以下
の９項⽬を揚げています。 

表．ディプロマ・ポリシーに掲げる知識・能⼒ 

教育学学位プログラムでは、在学期間中に２回以上(１学年⽬の終了時や修⼠論⽂提出時など)、コン
ピテンスに基づいた達成度評価を⾏います。年度の途中で実施する「達成度評価（⾃⼰評価）説明会」
で配布する「達成度⾃⼰評価シート」により、達成度の⾃⼰評価を⾏い、全ての「コンピテンス」を満
遍なく満たすように、必要に応じて履修計画、学修の⽅向性の変更などを検討して下さい。教育学学位
プログラムでは、学会発表や TA・インターンシップ経験などの、授業以外の活動についても、積極的に
評価します。 
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各種資格の取得について 
教育職員免許状の取得について 
教員免許取得に係る科⽬⼀覧（初等・教育学学位 P）
学校心理士資格について  
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せ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᇶ♏㈨᱁䛸䛧䛶䈜䠍ಟኈ䛾Ꮫ䜢᭷䛩䜛䛣䛸ཬ䜃ᡤᐃ䛾༢ᩘ䜢

ಟᚓ䛾ୖ䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴ᡤᐃ䛾⏦ㄳ䠄චチἲ➨䠑᮲⏦ㄳ䠅䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸චチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹 

ᑓಟචチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺༢ᩘ 

䐟ᑠᏛᰯᩍㅍᑓಟචチ≧

䐠୰Ꮫᰯᩍㅍᑓಟචチ≧

䐡㧗➼Ꮫᰯᩍㅍᑓಟචチ≧ 䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䈜䠎䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃䜢䠎䠐༢௨ୖ

䐢㣴ㆤᩍㅍᑓಟචチ≧

䐣ᰤ㣴ᩍㅍᑓಟචチ≧

䐤≉ูᨭᏛᰯᩍㅍᑓಟචチ≧䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䈜䠏䛂≉ูᨭᩍ⫱䛻㛵䛩䜛⛉┠䛃䜢䠎䠐༢௨ୖ

䈜䠍䛾ಟኈ䛾Ꮫ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛻䛿䚸ᙜヱᏛ⾡㝔䞉◊✲⩌䛻䛚䛔䛶䚸䠍ᖺ௨ୖᅾᏛ䛧䚸ᑓಟචチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺༢

ᩘ䠎䠐༢௨ୖ䜢ྵ䜑䛶䠏䠌༢௨ୖ䠄ಟせ௳௨እ䛾༢䜢ྵ䜐䠅䜢ಟᚓ䛧䛯Ꮫྲྀᚓぢ㎸⪅䜢ྵ䜏䜎䛩䚹

䈜䠎䛾䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃䜢䠎䠐༢௨ୖ䛾䛂䠎䠐༢䛃䛸䛿䚸ู⾲䠍䛂චチ≧䛾✀㢮䛸㈨᱁䛃䛾Ꮫ䛻䛚䛡䜛

᭱పಟᚓ༢䛾䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃ḍ䛾ᑓಟචチ≧䛾᭱పಟᚓ༢ᩘ䛛䜙ྠḍ䛾୍✀චチ≧䛾᭱

పಟᚓ༢ᩘ䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯༢ᩘ䜢♧䛧䜎䛩䚹

䈜䠏䜒ྠᵝ䛻䛂≉ูᨭᩍ⫱䛻㛵䛩䜛⛉┠䛃ḍ䛾ᑓಟචチ≧䛾᭱పಟᚓ༢ᩘ䠄䠑䠌༢䠅䛛䜙ྠḍ䛾୍✀චチ≧䛾

᭱పಟᚓ༢ᩘ䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯༢ᩘ䜢♧䛧䜎䛩䚹

୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸䛭䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛩䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸ᕼᮃ䛩䜛චチ≧䛜ྲྀᚓ䛷䛝䜛ᏛᏛ㒊

➼䛾⛉┠➼ᒚಟ⏕➼䛻䛚䛔䛶䚸චチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺ᡤᐃ䛾༢➼䜢ಟᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄ᮏᏛᏛ⩌䛾⛉┠➼ᒚಟ⏕䛻

ᅾ⡠䛧䛶ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛩䛜䚸චチ≧䛾✀㢮䜔ᩍ⛉䛻䜘䛳䛶䛿䚸ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䠅 

୍✀චチ≧䛾ྲྀᚓ䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅䛿䚸୍✀චチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛯ᚋ䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄ḟ㡯

䛾䛂(䠐) චチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾⏦ㄳ 䕿ಶே⏦ㄳ 䜢ཧ↷䠅 

䛺䛚䚸୍✀චチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛿䚸୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛟䛸䜒䚸ᑓಟචチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯

䛩䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᑓಟචチ≧䛿ྲྀᚓ䛷䛝䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸ᑓಟචチ䛾୍ᣓ⏦ㄳ䠄11 ᭶㡭䠅䛻୍✀䛾䛶䛾༢➼䛜ಟᚓ䛷䛝

䛶䛔䜛䛣䛸䛜᮲௳䛷䛩䚹 

䜎䛯䚸≉ูᨭᏛᰯᩍㅍ୍✀චチ≧䛿䚸ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔㞀ᐖ⛉ᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛷㛤タ䛥䜜䛶䛔䜛⛉┠䛛䜙䚸

ᚲせ䛺ᡤᐃ䛾༢䜢ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ྲྀᚓྍ⬟䛷䛩䚹 
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⌧⫋ᩍဨ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩍ⫋Ṕ䛻䜘䛳䛶䛿㍍ῶᥐ⨨䛜䛸䜙䜜䜛ሙྜ䠄චチἲ➨䠒᮲⏦ㄳ䠅䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸ᚲせ䛺༢ᩘ

➼䛻䛴䛔䛶䚸⏦ㄳ䛩䜛ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

(3) Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠

ᮏᏛᏛ㝔䛻䛚䛡䜛䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃䛿䚸ู⾲䠏䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹

䜎䛯䚸䛣䜜䜙䛾⛉┠䛿䚸චチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾༢䛷䛒䜛䛸ྠ䛻䚸ಟ䛻ᚲせ䛺༢䛸䛧䛶ᩘ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䠄Ꮫ

⾡㝔䞉◊✲⩌䛾⛉┠䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸ᡤᒓ䛾◊✲⩌䛻䛚ၥྜ䛫䛟䛰䛥䛔䠅 

(4) චチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾⏦ㄳ

චチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛾⏦ㄳ䛿䚸Ꮫ䛜⏦ㄳ⪅䛻௦䜟䛳䛶Ⲉᇛ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䛂୍ᣓ⏦ㄳ䛃䛸䚸ಶே䛜䛭䜜

䛮䜜䛾ᒃఫ䛩䜛㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䛂ಶே⏦ㄳ䛃䛜䛒䜚䜎䛩䚹 

䕿୍ᣓ⏦ㄳ 

ᮏᏛಟኈㄢ⛬䞉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䛻䛚䛡䜛䠏᭶ᮎಟணᐃ⪅ཬ䜃୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬䛷䠏᭶ᮎ䛾Ꮫグᤵᘧ䛻䛚䛔䛶

ಟኈ䛾Ꮫ䜢ྲྀᚓ䛧䠏᭶ᮎ᪥㏥Ꮫணᐃ⪅䛻㝈䜚䚸Ꮫグᤵᘧ䛻චチ≧䜢䛷䛝䜛䜘䛖㓄៖䛧䛯⏦ㄳ᪉ἲ䛸䛧䛶䚸

⏦ㄳ⪅䛻௦䜟䛳䛶ᮏᏛ䛜㛵ಀ᭩㢮䜢୍ᣓ䛧䛶Ⲉᇛ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹 

䛺䛚䚸⌧⫋ᩍဨ䛻䛴䛔䛶䜒䚸Ꮫグᤵᘧᚋ䠐᭶䜎䛷䛻චチ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛺䛹䚸≉ู䛺䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸⏦ㄳ䛩

䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜎䛩䛾䛷䚸ᡤᒓ䛾ᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

୍ᣓ⏦ㄳᕼᮃ⪅䛿䚸ᚲせ᭩㢮䜢ᡤᐃ䛾ᮇ㛫䠄ᖺ䠍䠍᭶㡭䠅䛻ᥦฟ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿ᥖ♧䛻䜘

䜚࿘▱䛧䜎䛩䛾䛷䚸ぢⴠ䛸䛧䛾䛺䛔䜘䛖ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

䜎䛯䚸୍ᣓ⏦ㄳ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䛾䛿䚸ᮏᏛᏛ㝔䛻䛚䛔䛶ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛චチ≧䛾✀㢮ཬ䜃ᩍ⛉䠄ู⾲䠎ཧ↷䠅䛾

䜏䛷䛩䚹䛘䜀୰Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧➼䛻䛴䛔䛶䛿ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛫䜣䛾䛷䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

䕿ಶே⏦ㄳ 

Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬ཬ䜃༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ಟ䛻ୖグ୍ᣓ⏦ㄳ䜢⾜䜟䛺䛛䛳䛯⪅䚸୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬䛾ᅾᏛ⏕䚸ಟ

⏕ཬ䜃චチ≧䛾㊊༢䜢Ꮫ㝔⛉┠➼ᒚಟ⏕䛺䛹䛷ಟᚓ䛩䜛⪅䛿䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚චチ䜢ྲྀᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

ಶே⏦ㄳ䛾⏦ㄳඛ䛿䚸ᒃఫᆅ䛾ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻䛺䜛䛾䛷䚸⏦ㄳ䛾᪉ἲ䜔⏦ㄳ᭩㢮䜢☜ㄆୖ䚸ྛ⮬䛷⏦

ㄳ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

Ⲉᇛ┴䛻⏦ㄳ䛩䜛ሙྜ䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡Ⲉᇛ┴ᩍ⫱ᗇᏛᰯᩍ⫱㒊≉ูᨭᩍ⫱ㄢᩍဨචチᢸᙜ  

䛈310-8588 Ⲉᇛ┴Ỉᡞᕷ➟ཎ⏫ 978-6   䖲029-301-5274 

ಶே⏦ㄳ䜢⾜䛖ሙྜ䛻ᚲせ䛺䛂Ꮫຊ䛻㛵䛩䜛ド᭩䛃䠄ู⣬䠎䛾චチ≧䛾✀㢮䛸ᩍ⛉䛻㝈䜛䠅䛿䚸Ꮫグᤵᘧᚋ䚸

ᮏே䛾⏦ㄳ䛻䜘䜚ྛᨭᐊ䠄Ꮫ㝔ᩍົᢸᙜ䠅䛻䛚䛔䛶䜢ཷ䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

(䠑) ༤ኈᚋᮇㄢ⛬䛷䛾ᩍဨචチ≧䛾ྲྀᚓ䛻䛴䛔䛶 

  ༤ኈᚋᮇㄢ⛬䛷䛿䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ᩍ⫋ㄢ⛬ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᑓಟචチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹ᑓಟ

චチ≧䛾ྲྀᚓ䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅䛿䚸༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䛾⛉┠➼ᒚಟ⏕䛸䛧䛶ู⾲䠏䛻ᥖ䛢䜛⛉┠䜢ಟᚓ䛧䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚ྲྀᚓ

䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

 䛺䛚䚸ᑓಟචチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛻䛿䚸୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸ཪ䛿୍✀චチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸ཬ䜃

ಟኈ䛾Ꮫ䜢ྲྀᚓ䠄䠍ᖺ௨ୖᅾᏛ䛧䚸䠏䠌༢௨ୖྲྀᚓ䛧䛯Ꮫྲྀᚓぢ㎸⪅䜢ྵ䜐䠅䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹 
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ู⾲㸯ࠉචチ≧ࡢ✀㢮ཬࡧ㈨᱁

ᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢ
ᣦᑟἲ㛵ࡍ

⛉┠

ᩍ⫱ࡢᇶ♏ⓗ⌮
ゎ㛵ࡍ⛉┠

㐨ᚨࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊ
ᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࡍ
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ᩍ ⫱ ᐇ ㊶ 
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タᐃࡍ⛉ ┠

ᑓಟචチ≧ ࠋࡇࡍ᭷Ꮫࡢಟኈࠉ 㸱㸮 㸯㸮 㸯㸮 㸵 㸰㸴

୍✀චチ≧ ࠋࡇࡍ᭷ᏛࡢᏛኈࠉ 㸱㸮 㸯㸮 㸯㸮 㸵 㸰

ᑓಟචチ≧ ࠋࡇࡍ᭷Ꮫࡢಟኈࠉ 㸰㸶 㸯㸮 㸯㸮 㸳 㸰㸶

୍✀චチ≧ ࠋࡇࡍ᭷ᏛࡢᏛኈࠉ 㸰㸶 㸯㸮 㸯㸮 㸳 㸲

✀චチ≧ ࠋࡇࡍ᭷ᏛࡢᮇᏛኈ▷ࠉ 㸯㸰 㸴 㸴 㸳 㸲

ᑓಟචチ≧ ࠋࡇࡍ᭷Ꮫࡢಟኈࠉ 㸰㸲 㸯㸮 㸶 㸳 㸱㸴

୍✀චチ≧ ࠋࡇࡍ᭷ᏛࡢᏛኈࠉ 㸰㸲 㸯㸮 㸶 㸳 㸯㸰

ᑓಟචチ≧
ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫࡧཬࡇࡍ᭷Ꮫࡢಟኈࠉ
��ᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཪࡣᗂ⛶ᅬࡢᩍㅍࡢᬑ㏻චチ
ࠋࡇࡍ᭷≦��

㸳㸮

୍✀චチ≧
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��ᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཪࡣᗂ⛶ᅬࡢᩍㅍࡢᬑ㏻චチ
ࠋࡇࡍ᭷≦��

㸰㸴

✀චチ≧
ᩍࡢᗂ⛶ᅬࡣᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཪࠉ
��ㅍࡢᬑ㏻චチ≧᭷ࠋࡇࡍ

㸯㸴

㣴ㆤ㛵ࡍ
⛉┠

ᩍ⫱ࡢᇶ♏ⓗ⌮
ゎ㛵ࡍ⛉┠

㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦
䛾㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ
䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦
ㄯ➼䛻㛵䛩䜛⛉┠

ᩍ ⫱ ᐇ ㊶ 
㛵 ࡍ  ⛉ ┠

Ꮫ⮬⊃ࡀ
タᐃࡍ⛉┠

ᑓಟචチ≧ ࠋࡇࡍ᭷Ꮫࡢಟኈࠉ 㸰㸶 㸶 㸴 㸵 㸱㸯

ࠋࡇࡍ᭷Ꮫࡢ�Ꮫኈࠉ 㸰㸶 㸶 㸴 㸵 㸵

��ࣟ�ಖᖌຓ⏘ᖌ┳ㆤᖌἲ➨㸵᮲ࡢつᐃಖ
ᖌࡢචチᩥࠊࡅཷ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡍ㣴ㆤ
ᩍㅍ㣴ᡂᶵ㛵༙ᖺ௨ୖᅾᏛࠋࡇࡍ
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Pedagogy for a Changing World
䊠

2
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAD01 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱Ꮫ㼍 1

0ATAD02 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱Ꮫ㼎 1

0ATAD03 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ྐ◊✲䠽 1

0ATAD04 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ྐ◊✲䠾 1

0ATAD05 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ◊✲䠽 2

0ATAD06 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ◊✲䠾 1

0ATAD07 ⾲⌧ᩍ⫱ㄽ㼍 1

0ATAD08 ⾲⌧ᩍ⫱ㄽ㼎 1

0ATAD09 ᩥᏛᩍ⫱ㄽ㼍 1

0ATAD10 ᩥᏛᩍ⫱ㄽ㼎 1

0ATAD11 ྂᩍ⫱ㄽ䠽 1

0ATAD12 ྂᩍ⫱ㄽ䠾 1

0ATAD13 ᅜㄒ⛉䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱ㄽ䠽 1

0ATAD14 ᅜㄒ⛉䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱ㄽ䠾 1

0ATAD15 ᅜㄒᩍ⫱≉ㅮ 1

0ATAD16 ᅜㄒ⛉◊✲ἲ 3

0ATAD17 ᅜㄒ⛉◊✲ἲ₇⩦ 3

0ATAD18 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊠䠽 1 24

0ATAD19 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊠䠾 1 ༢

0ATAD20 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊡䠽 1 

0ATAD21 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊡䠾 1 ௨

0ATAD22 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊠䠽 1 ୖ

0ATAD23 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊠䠾 1

0ATAD24 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊡䠽 1

0ATAD25 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊡䠾 1

0ATAD26 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊠䠽 1

0ATAD27 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊠䠾 1

0ATAD28 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊡䠽 1

0ATAD29 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊡䠾 1

0ATAD30 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊠㼍 1

0ATAD31 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊠㼎 1

0ATAD32 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊡䠽 1

0ATAD33 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊡䠾 1

0ATAD34 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦䊠㼍 1

0ATAD35 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦䊠㼎 1

0ATAD36 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦㻵㻵㻌㼍 1

0ATAD37 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦㻵㻵㻌㼎 1

0ATAD38 ᪥ᮏᩥᏛ⾲⌧ㄽ㼍 1

0ATAD39 ᪥ᮏᩥᏛ⾲⌧ㄽ㼎 1

0ATAD40 ୰ᅜᩥᏛ◊✲㼍 1

0ATAD41 ୰ᅜᩥᏛ◊✲㼎 1

0ATAD42 ୰ᅜᩥᏛ₇⩦䠽 1

0ATAD43 ୰ᅜᩥᏛ₇⩦䠾 1

0ATAQ01 ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵 3

0ATAQ02 ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵 3

0ATAQ03 ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵㻵 3
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAE01 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAE54 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE02 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE55 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE03 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄බẸ䠅 3 0ATAE56 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE04 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE57 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE05 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄බẸ䠅 3 0ATAE58 ἲᚊᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE06 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE59 ἲᚊᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE07 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE60 ဴᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE08 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE61 ဴᏛ≉ㅮ䊡 1 24

0ATAE09 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE62 ဴᏛ₇⩦䊠 1 ༢

0ATAE10 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE63 ဴᏛ₇⩦䊡 1 

0ATAE11 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAE64 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ௨

0ATAE12 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE65 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1 ୖ

0ATAE13 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE66 ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE14 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE67 ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE15 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAR01 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE16 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAR02 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE17 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAR03 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAE18 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAR04 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE19 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAR05 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE20 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAR06 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAE21 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAR07 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE22 බẸᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAR08 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE23 බẸᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAR09 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAE24 බẸᩍ⫱₇⩦䊢 1 24

0ATAE25 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ༢

0ATAE26 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1 

0ATAE27 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1 ௨

0ATAE28 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1 ୖ

0ATAE29 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE30 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE31 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE32 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE33 ᆅ⌮Ꮫ㔝እᐇ㦂 3

0ATAE34 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊠 1

0ATAE35 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊡 1

0ATAE36 ᪥ᮏྐ₇⩦䊠 1

0ATAE37 ᪥ᮏྐ₇⩦䊡 1

0ATAE38 ẸᏛᐇ⩦ 3

0ATAE39 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE40 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE41 ⪃ྂᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE42 ⪃ྂᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE43 ⪃ྂᏛᐇ⩦ 3

0ATAE44 ♫Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE45 ♫Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE46 ♫Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE47 ♫Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE48 ᨻᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE49 ᨻᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE50 ᨻᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE51 ᨻᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE52 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE53 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊡 1
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAE01 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAE03 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄බẸ䠅 3

0ATAE02 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE05 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄බẸ䠅 3

0ATAE04 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE19 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊠 1

0ATAE06 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE20 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊡 1

0ATAE07 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE21 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊢 1

0ATAE08 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE22 බẸᩍ⫱₇⩦䊠 1

0ATAE09 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE23 බẸᩍ⫱₇⩦䊡 1

0ATAE10 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE24 බẸᩍ⫱₇⩦䊢 1

0ATAE11 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAE44 ♫Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE12 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE45 ♫Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE13 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE46 ♫Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE14 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE47 ♫Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE15 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE48 ᨻᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE16 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE49 ᨻᏛ≉ㅮ䊡 1 24

0ATAE17 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAE50 ᨻᏛ₇⩦䊠 1 ༢

0ATAE18 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 24 0ATAE51 ᨻᏛ₇⩦䊡 1 

0ATAE25 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ༢ 0ATAE52 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ௨

0ATAE26 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1  0ATAE53 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊡 1 ୖ

0ATAE27 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1 ௨ 0ATAE54 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE28 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1 ୖ 0ATAE55 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE29 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 0ATAE56 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE30 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1 0ATAE57 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE31 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1 0ATAE58 ἲᚊᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE32 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1 0ATAE59 ἲᚊᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE33 ᆅ⌮Ꮫ㔝እᐇ㦂 3 0ATAE60 ဴᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE34 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊠 1 0ATAE61 ဴᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE35 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊡 1 0ATAE62 ဴᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE36 ᪥ᮏྐ₇⩦䊠 1 0ATAE63 ဴᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE37 ᪥ᮏྐ₇⩦䊡 1 0ATAE64 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE38 ẸᏛᐇ⩦ 3 0ATAE65 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE39 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊠 1 0ATAE66 ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE40 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊡 1 0ATAE67 ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE41 ⪃ྂᏛ₇⩦䊠 1 0ATAR07 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE42 ⪃ྂᏛ₇⩦䊡 1 0ATAR08 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE43 ⪃ྂᏛᐇ⩦ 3 0ATAR09 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAR01 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAR02 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAR03 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAR04 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAR05 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAR06 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3
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0ATAF01 ᇶ♏ᩘ⌮Ꮫ㻭 1 0ATAG01 ⌮⛉ᩍ⫱ᇶ♏ㄽ 2

0ATAF02 ᇶ♏ᩘ⌮Ꮫ㻮 1 0ATAG02 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2

0ATAF03 ᇶ♏ᩘ⌮Ꮫ㻯 1 0ATAG03 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ⩦ㄽ 1

0ATAF04 ⥲ྜᩘ⌮Ꮫ㻭 1 0ATAG04 ⌮⛉ᩍ⫱◊✲᪉ἲㄽ 1

0ATAF05 ⥲ྜᩘ⌮Ꮫ㻮 1 0ATAG05 ⌮⛉ᩍ⫱ᐇ㊶₇⩦ 1

0ATAF06 ⥲ྜᩘ⌮Ꮫ㻯 1 0ATAG06 ᇶ♏≀⌮Ꮫ㻝 1

0ATAF07 ⌧௦ᩘᏛᇶ♏㻭 1 0ATAG07 ᇶ♏Ꮫ㻝 1

0ATAF08 ⌧௦ᩘᏛᇶ♏㻮 1 0ATAG08 ᇶ♏⏕≀Ꮫ㻝 1

0ATAF09 ⌧௦ᩘᏛᇶ♏㻯 1 24 0ATAG09 ᇶ♏ᆅᏛ㻝 1

0ATAF10 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻭 1 ༢ 0ATAG10 ᇶ♏≀⌮Ꮫ㻞 1

0ATAF11 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻮 1  0ATAG11 ᇶ♏Ꮫ㻞 1 24

0ATAF12 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻯 1 ௨ 0ATAG12 ᇶ♏⏕≀Ꮫ㻞 1 ༢

0ATAF13 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻰 1 ୖ 0ATAG13 ᇶ♏ᆅᏛ㻞 1 

0ATAF14 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻱 1 0ATAG14 ⌮⛉ᩍ⫱ᐇ㦂㻝 1 ௨

0ATAF15 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻲 1 0ATAG15 ⌮⛉ᩍ⫱ᐇ㦂㻞 1 ୖ

0ATAF16 ᩘᏛᩍ⫱◊✲᪉ἲㄽ㻌 2 0ATAG16 ≀⌮Ꮫᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF17 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ⩦ㄽ 2 0ATAG17 Ꮫᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF18 ᩘᏛᩍ⫱䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 2 0ATAG18 ⏕≀Ꮫᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF19 ᩘᏛᩍ⫱ෆᐜㄽ 2 0ATAG19 ᆅᏛᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF20 ᩘᏛᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䠄௦ᩘ䞉ᗄఱ䠅䚷 2 0ATAG20 ᆅᏛᩍ⫱㔝እᐇ㦂㻝 1

0ATAG21 ᆅᏛᩍ⫱㔝እᐇ㦂㻞 1

0ATAG22 ⌮⛉㔝እᐇ⩦䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥 1

0ATAS01 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 0ATAG23 ≀⌮Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAS02 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3 0ATAG24 Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAS03 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3 0ATAG25 ⏕≀Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAG26 ᆅᏛ≉ㅮ 1

0ATAG27 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAT01 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵� 3

0ATAT02 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵 3

0ATAT03 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵㻵 3

චチ
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༊
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ಟᚓ༢ᩘ

0ATAH01 ⱥㄒᩍ⫱◊✲᪉ἲㄽ 2 0ATAJ01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻭 1

0ATAH02 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ⩦ㄽ 2 24 0ATAJ02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻮 1

0ATAH03 ⱥㄒᩍ⫱ෆᐜㄽ 2 ༢ 0ATAJ03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻭 1

0ATAH04 ⱥㄒᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ 2  0ATAJ04 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻮 1 24

0ATAU01 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵 3 ௨ 0ATAJ05 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻝 1 ༢

0ATAU02 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵 3 ୖ 0ATAJ06 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻞 1 

0ATAU03 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵㻵 3 0ATAJ07 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻝 1 ௨

0ATAJ08 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻞 1 ୖ

0ATAV01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAV02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAV03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

ᩘᏛᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䠄ゎᯒ䞉☜⋡
⤫ィ䞉㻵㻯㼀⏝䠅

2

ᩍ
⛉
ཬ
䜃
ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ

↷䠅

ᩘ

Ꮫ

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅

ᩍ
⛉
ཬ
䜃
ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

⌮

⛉

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅

ᩍ
⛉
ཬ
䜃
ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
䛻

㛵
䛩
䜛
⛉
┠

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅

⨾

⾡

ⱁ⾡ᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛾䛂⨾⾡䛃䛻㛵䛩䜛⛉┠

0ATAF21

ᩍ
⛉
ཬ
䜃
ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
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䛻
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䛩
䜛
⛉
┠
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0ATAJ01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻭 1 0ATAK01 ಖయ⫱ᩍ⫱ෆᐜㄽ 3

0ATAJ02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻮 1 0ATAK02 ಖయ⫱ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䊠 1

0ATAJ03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻭 1 0ATAK03 ಖయ⫱ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䊡 1 24

0ATAJ04 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻮 1 24 0ATAK04 ಖయ⫱ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䊢 1 ༢

0ATAJ05 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻝 1 ༢ 0ATAK05 ಖయ⫱䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 1 

0ATAJ06 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻞 1  0ATAK06 ಖయ⫱ᤵᴗ䛵䛟䜚ㄽ 1 ௨

0ATAJ07 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻝 1 ௨ 0ATAW01 ಖయ⫱ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 ୖ

0ATAJ08 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻞 1 ୖ 0ATAW02 ಖయ⫱ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAV01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 0ATAW03 ಖయ⫱ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAV02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAV03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅

ᩍ
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䜃
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⛉
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య⫱ᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛾䛂ಖయ⫱䛃䛂ಖ䛃
䛻㛵䛩䜛⛉┠

ⱁ⾡ᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛾䛂ᕤⱁ䛃䛻㛵䛩䜛⛉┠

ᕤ

ⱁ

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅
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0AS0101 ᩍ⫱Ꮫ⌮ㄽ◊✲ 1 0ATAL10 㼀㼔㼑㻌㻵㻮㻌㻼㼞㼕㼙㼍㼞㼥㻌㼅㼑㼍㼞㼟㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑 2

0AS0102 ḟୡ௦ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ 1 0ATAL11 㼀㼔㼑㻌㻵㻮㻌㻹㼕㼐㼐㼘㼑㻌㼅㼑㼍㼞㼟㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑 2

0AS0103 㼀㼔㼑㼛㼞㼥㻌㼛㼒㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚 1 0ATAL12 㼀㼔㼑㻌㻵㻮㻌㻰㼕㼜㼘㼛㼙㼍㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻝 Ꮫᰯᩍ⫱ㄽ 2 0ATAL13
㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐
㻾㼑㼒㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑

1

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻞 Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ 2 0ATAL14 㻲㼕㼑㼘㼐㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔 1

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻟 䝇䜽䞊䝹䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ 2 0ATAL15 ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ㄽ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻠 㟷ᖺ䛾Ⓨ㐩 2 0ATAL16 䜾䝻䞊䝞䝹䛸ᩍ⫱ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻡 ᅜ㝿䞉ከᩥᩍ⫱ㄽ 2 0ATAL17 ᅜ㝿ᩍ⫱㛤Ⓨㄽ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻢 ⏕ᾭᏛ⩦ㄽ 2 0ATAL18 ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊㄽ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻝 Ꮫᰯ䛾♫Ꮫ 2 0ATAL19 ᩍဨ㣴ᡂ䛾ᅜ㝿ẚ㍑ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻣 㐨ᚨ䛸ேᶒ 2 0ATAL20
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻦㻌㻼㼞㼕㼚㼏㼕㼜㼘㼑㼟
㻼㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑㻌䊠

1

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻞 ᏛᰯᏳ䛸༴ᶵ⟶⌮ 2 0ATAL21
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻦㻌㻼㼞㼕㼚㼏㼕㼜㼘㼑㼟
㻼㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑㻌䊡

2

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻟 Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ 2 0ATAN01 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻡 Ꮫ⩦䛸Ꮫ⣭䛾ᚰ⌮ 2 0ATAN02 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻢㻌 Ꮫᰯ⮫ᗋᚰ⌮ 2 0ATAN03 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAA01 ᪥ᮏᩍ⫱ྐ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻼㻜㻝 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲Ϩ 3

0ATAA02 ᪥ᮏᩍ⫱ྐ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻼㻜㻞 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲ϩ 3

0ATAA03 ᩍ⫱ဴᏛ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻼㻜㻟 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲Ϫ 3

0ATAA04 ᩍ⫱ဴᏛ₇⩦ 2 0ATAX01 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲Ϩ 3

0ATAA05 ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAX02 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲ϩ 3

0ATAA06 ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 0ATAX03 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲Ϫ 3 24

0ATAA07 ᩍ⫱ไᗘᏛ≉ㅮ 2 24 0ATAX04
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻮㼍㼏㼏㼍㼘㼍㼡㼞㼑㼍㼠㼑
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㻵

3 ༢

0ATAA08 ᩍ⫱ไᗘᏛ₇⩦ 2 ༢ 0ATAX05
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻮㼍㼏㼏㼍㼘㼍㼡㼞㼑㼍㼠㼑
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㻵㻵

3 

0ATAA09 Ꮫᰯ⤒ႠᏛ≉ㅮ 2  0ATAX06
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻮㼍㼏㼏㼍㼘㼍㼡㼞㼑㼍㼠㼑
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㻵㻵㻵

3 ௨

0ATAA10 Ꮫᰯ⤒ႠᏛ₇⩦ 2 ௨ 㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻤 ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖 2 ୖ

0ATAA11 ẚ㍑䞉ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 ୖ 㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻥 ,⩦ᐇࢢࣥࣜࢭ࣮ࣥࣝࢡࢫ 2

0ATAA12 ẚ㍑䞉ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻜 ,,⩦ᐇࢢࣥࣜࢭ࣮ࣥࣝࢡࢫ 2

0ATAA15 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ≉ㅮ 2 0ATAA17 ᩍ⫱᪉ἲᏛ≉ㅮ 2

0ATAA16 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ₇⩦ 2 0ATAA18 ᩍ⫱᪉ἲᏛ₇⩦ 2

0ATAA21 ᩍ⫱♫Ꮫ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻠 Ꮫ⩦ᣦᑟᤵᴗ 2

0ATAA22 ᩍ⫱♫Ꮫ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻯㻜㻝 ᩍ⫱⮫ᗋᏛ≉ㅮ 2

0ATAL01
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㼍㼚
㻵㼚㼠㼑㼞㼏㼛㼚㼚㼑㼏㼠㼑㼐㻌㼃㼛㼞㼘㼐

2 㻜㻭㼀㻭㻯㻜㻞 ᩍ⫱⮫ᗋᏛ₇⩦ 2

0ATAL02 㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻹㼑㼠㼔㼛㼐㼛㼘㼛㼓㼥 1 0ATAA25 ≉ูάືᏛ≉ㅮ 2

0ATAL03 㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼑㼠㼔㼛㼐㼟 2 0ATAA26 ≉ูάືᏛ₇⩦ 2

0ATAL04
㻼㼑㼐㼍㼓㼛㼓㼥㻌㼒㼛㼞㻌㼍㻌㻯㼔㼍㼚㼓㼕㼚㼓㻌㼃㼛㼞㼘㼐
䊠

2 0ATAA19 䠆ࣕࣜᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2

0ATAL05
㻼㼑㼐㼍㼓㼛㼓㼥㻌㼒㼛㼞㻌㼍㻌㻯㼔㼍㼚㼓㼕㼚㼓㻌㼃㼛㼞㼘㼐
䊡

2 0ATAA20 䠆ࣕࣜᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2

0ATAL06 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌䊠 2

0ATAL07 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌䊡 2

0ATAL08 㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㼍㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌䊠 2

0ATAL09 㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㼍㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌䊡 2
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䠆䛾䛥䜜䛯⛉┠䛿䚸㣴ㆤ䛚䜘䜃ᰤ㣴ᩍㅍචチྲྀᚓ䛻䛿
⏝䛷䛝䛺䛔䚹
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（2020年度以降入学者用）
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筑波⼤学⼤学院⼈間総合科学研究群/研究科「学校⼼理⼠」資格申請⽤ 科⽬対応表（R4 年度⽤） 
令和 4 年 4 ⽉６⽇ 

 
 学校⼼理⼠指定科⽬ 
 

障害科学学位プログラム 
           (単位数、開講学期、曜時限：担当者) 

教育学学位プログラム科⽬ 
      (単位数、開講学期、曜時限：担当者) 

学校⼼理学  学校⼼理学(２単位、春AB、⽔１・２）：飯⽥（順） 
教授・学習⼼理学  学習と学級の⼼理（２単位、秋学期・集中）：⾮常勤講師

（⽥島充⼠） 
学習指導と授業（2単位、秋AB、⾦５・６）：樋⼝ 

 発達⼼理学 臨床発達⼼理学（２単位、春AB（⽉４）春C（⽉３・４））：⼤六 ⻘年の発達（2単位、秋AB、⽕１・２）：佐藤 
 臨床⼼理学 
 

⾏動臨床⼼理学 
（２単位、）：野呂・佐々⽊（隔年開講：令和４年度開講せず） 

学校臨床⼼理（２単位、秋AB、⽕３・４）：沢宮 

⼼理教育的アセスメント 
（基礎実習も含む） 

臨床発達⼼理査定法特講 
（２単位、集中講義：6/18,19,26,7/3）：岡崎・原島・野呂 

⼼理教育的アセスメント（2単位、夏季集中、8/30-31, 9/5-6
）：⾮常勤講師（宮崎圭⼦） 

学校カウンセリング・コ
ンサルテーション 
（基礎実習も含む） 

⾏動問題⾯接指導法特講 
（２単位、春AB（⾦１）、春C（⾦１・２））：野呂 

 スクールカウンセリング実習Ⅰ(２単位、春AB)：令和４年
度開講未定、スクールカウンセリング実習Ⅱ（２単位、通
年）：令和４年度開講未定 ※詳細は後⽇通知 

 特別⽀援教育 
 

知的・発達障害指導法特講 
（２単位、春AB（⽊１）春C（⽊１・２））： 熊⾕・岡崎 

 
 

⽣徒指導・教育相談・キャ
リア教育 

教育臨床発達援助論 
（２単位、集中講義：7/9,10,16,17）：熊⾕・野呂・佐々⽊ 
（隔年開講：令和５年度開講せず） 

 
 

＊「発達⼼理学」「臨床⼼理学」「⼼理教育的アセスメント」「学校カウンセリング・コンサルテーション」は、２科⽬中 1 科⽬の単位を取得すればよい。 
＊ 科⽬の追加等の変更があった際には、改めて掲⽰等でお知らせします。 
 

連絡先：野呂⽂⾏（障害科学学位 P：noro@human.tsukuba.ac.jp）、⽯﨑和宏（教育学学位 P：ishizaki@geijutsu.tsukuba.ac.jp） 
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その他の情報へのリンク 
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履修に関する情報の⼊⼿⽅法： 

・筑波⼤学 https://www.tsukuba.ac.jp/
・⼤学院便覧 https://www.tsukuba.ac.jp/education/g-courses-handbook/index.html
・科⽬情報の確認：教育課程編成⽀援システム（KdB） https://kdb.tsukuba.ac.jp/
・履修申請：TWINS https://twins.tsukuba.ac.jp/

集中授業の情報確認：

・Web掲⽰板 https://twins.tsukuba.ac.jp/campusweb/campusportal.do
および掲⽰板、メーリングリスト

授業に関する諸連絡：Manaba  https://manaba.tsukuba.ac.jp 

ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 

l 基礎科学サブプログラムの学⽣は、基本的に指導教員にお尋ねください。
指導教員の連絡先がわからない場合には、特任助教の早瀬先⽣にご連絡ください。
hayase.hironori.gm@u.tsukuba.ac.jp

l 次世代学校教育創成サブプログラム／国際教育サブプログラムの学⽣は、事務室にお
尋ねください。

jimu-education-mp@un.tsukuba.ac.jp 
電話：029-853-4604 
開室時間：８時半〜17 時 15 分まで（昼休みは 12 時 15 分〜13 時 15 分まで） 

111



筑波⼤学⼤学院 ⼈間総合科学学術院 

教育学学位プログラム 2022 年度 履修ガイド 

令和 4 年 4 ⽉ 6 ⽇ 発⾏ 

筑波⼤学⼤学院 ⼈間総合科学学術院 教育学学位プログラム 

〒305-8572 茨城県つくば市天王台１―１−１ 
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