
愛知県立大学大学院　人間発達学研究科 大学院開講科目のシラバスによる指定科目単位認定　大学院別一覧

認定番号 科目 分野 年度 科目名 担当者名 単位数

17-142 基礎 ― 2017 教育心理学特講 三山岳 4

18-191 基礎 ― 2018 教育心理学特講 三山岳 4

19-130 基礎 ― 2019(1) 教育心理学特講 三山岳 2

19-131 基礎 ― 2019(2) 教育心理学特講 三山岳 2

20-005 基礎 ― 2020前期 教育心理学特講 三山 岳 2

20-006 基礎 ― 2020後期 教育心理学特講 三山 岳 2

21-016 基礎 ― 2021前期 教育心理学特講 三山岳 2

21-017 基礎 ― 2021後期 教育心理学特講 三山岳 2

22-001 基礎 ― 2022前期 教育心理学特講 三山岳 2

22-002 基礎 ― 2022後期 教育心理学特講 三山岳 2

18-055 専門性 ― 2018 発達援助学特講 山本理絵 4

19-132 専門性 ― 2019(1) 発達援助学特講 山本理絵 2

19-133 専門性 ― 2019(2) 発達援助学特講 山本理絵 2

20-003 専門性 ― 2020前期 発達援助学特講 山本理絵 2

20-004 専門性 ― 2020後期 発達援助学特講 山本理絵 2

21-014 専門性 ― 2021前期 発達援助学特講 山本理絵 2

21-015 専門性 ― 2021後期 発達援助学特講 山本理絵 2

22-003 専門性 ― 2022前期 発達援助学特講 山本理絵 2

22-004 専門性 ― 2022後期 発達援助学特講 山本理絵 2

09-199 認知 基礎 ／ 支援 2009 発達心理学特講 加藤義信 2/2

10-070 認知 基礎 ／ 支援 2010 発達心理学特講 加藤義信 2/2

11-079 認知 基礎 ／ 支援 2011 発達心理学特講 加藤義信 2/2

12-048 認知 基礎 ／ 支援 2012 発達心理学特講 加藤義信 2/2

13-133 認知 基礎 ／ 支援 2013 発達心理学特講 加藤義信 2/2

14-259 認知 基礎 ／ 支援 2014 教育心理学特講 三山岳 2/2

15-037 認知 基礎 ／ 支援 2015 教育心理学特講 三山岳 2/2

16-052 認知 基礎 ／ 支援 2016 教育心理学特講 三山岳 2/2

17-143 認知 基礎 ／ 支援 2017 発達心理学特講 瀬野由衣 2/2

18-192 認知 基礎 ／ 支援 2018 発達心理学特講 瀬野由衣 2/2

20-001 認知 基礎 2020前期 発達心理学特講 瀬野由衣 2

20-002 認知 支援 2020後期 発達心理学特講 瀬野由衣 2

21-012 認知 基礎 2021前期 発達心理学特講 瀬野由衣 2

21-013 認知 支援 2021後期 発達心理学特講 瀬野由衣 2

22-005 認知 発達の基礎 2022前期 発達心理学特講 瀬野由衣 2

22-006 認知 支援 2022後期 発達心理学特講 瀬野由衣 2

09-200 社会・情動 基礎 ／ 支援 2009 学校心理学特講 堀尾良宏 2/2

09-201 社会・情動 基礎 ／ 支援 2009 カウンセリング特講 祖父江典人 1/2

10-071 社会・情動 基礎 ／ 支援 2010 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

10-072 社会・情動 基礎 ／ 支援 2010 カウンセリング特講 祖父江典人 1/2

※「認知発達」「社会・情動」「⾔語」の分野について、2021年度までは「基礎」と表記していましたが、
  2022年度以降の認定科⽬は、「発達の基礎」と正式名称で表記することになりました。 1 ／3  2022.5.21現在
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11-080 社会・情動 基礎 ／ 支援 2011 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

11-081 社会・情動 基礎 ／ 支援 2011 カウンセリング特講 祖父江典人 1/2

12-047 社会・情動 基礎 ／ 支援 2012 乳幼児心理学特講 瀬野由衣 2/2

12-049 社会・情動 基礎 ／ 支援 2012 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

14-260 社会・情動 基礎 ／ 支援 2014 発達心理学特講 瀬野由衣 2/2

14-261 社会・情動 基礎 ／ 支援 2014 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

15-033 社会・情動 基礎 ／ 支援 2015 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

15-038 社会・情動 基礎 ／ 支援 2015 発達心理学特講 瀬野由衣 2/2

19-134 社会・情動 基礎 2019(1) 学校心理学特講 堀尾良弘 2

19-135 社会・情動 支援 2019(2) 学校心理学特講 堀尾良弘 2

16-048 社会・情動 基礎 ／ 支援 2016 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

16-053 社会・情動 基礎 ／ 支援 2016 発達心理学特講 瀬野由衣 2/2

17-145 社会・情動 基礎 ／ 支援 2017 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

18-189 社会・情動 基礎 ／ 支援 2018 学校心理学特講 堀尾良弘 2/2

20-007 社会・情動 基礎 2020前期 学校心理学特講 堀尾良弘 2

20-008 社会・情動 支援 2020後期 学校心理学特講 堀尾良弘 2

21-018 社会・情動 基礎 2021前期 学校心理学特講 堀尾良弘 2

21-019 社会・情動 支援 2021後期 学校心理学特講 堀尾良弘 2

22-007 社会・情動 発達の基礎 2022前期 学校心理学特講 堀尾良弘 2

22-008 社会・情動 支援 2022後期 学校心理学特講 堀尾良弘 2

09-202 言語 基礎 ／ 支援 2009 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

10-073 言語 基礎 ／ 支援 2010 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

11-082 言語 基礎 ／ 支援 2011 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

12-050 言語 基礎 ／ 支援 2011 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

13-134 言語 基礎 ／ 支援 2013 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

14-262 言語 基礎 ／ 支援 2014 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

14-264 言語 基礎 ／ 支援 2012 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

15-034 言語 基礎 ／ 支援 2015 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

16-049 言語 基礎 ／ 支援 2016 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

17-141 言語 基礎 ／ 支援 2017 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

18-190 言語 基礎 ／ 支援 2018 言語発達支援論特講 吉川雅博 2/2

19-136 言語 基礎 2019(1) 言語発達支援論特講 吉川雅博 2

19-137 言語 支援 2019(2) 言語発達支援論特講 吉川雅博 2

09-203 育児・保育 育児 2009 発達援助学特講 神田直子 2

09-204 育児・保育 保育 2009 保育援助論特講 山本理絵 2

10-074 育児・保育 育児 2010 発達援助学特講 望月彰 2

10-075 育児・保育 保育 2010 保育援助論特講 山本理絵 2

11-083 育児・保育 育児 2011 発達援助学特講 望月彰 2

11-084 育児・保育 保育 2011 保育援助論特講 山本理絵 2

※「認知発達」「社会・情動」「⾔語」の分野について、2021年度までは「基礎」と表記していましたが、
  2022年度以降の認定科⽬は、「発達の基礎」と正式名称で表記することになりました。 2 ／3  2022.5.21現在
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12-051 育児・保育 育児 2012 発達援助学特講 望月彰 2

12-052 育児・保育 保育 2012 保育援助論特講 山本理絵 2

13-135 育児・保育 育児 2013 発達援助学特講 望月彰 2

13-136 育児・保育 保育 2013 保育援助論特講 山本理絵 2

14-263 育児・保育 保育 2014 保育援助論特講 山本理絵 2

15-035 育児・保育 保育 2015 保育援助論特講 山本理絵 2

15-036 育児・保育 育児 2015 発達援助学特講 望月彰 2

16-050 育児・保育 保育 2016 保育援助論特講 山本理絵 2

16-051 育児・保育 育児 2016 発達援助学特講 望月彰 2

17-140 育児・保育 育児 2017 発達援助学特講 望月彰 2

17-144 育児・保育 保育 2017 保育援助論特講 山本理絵 2

18-193 育児・保育 保育 2018 保育援助論特講 山本理絵 2

※「認知発達」「社会・情動」「⾔語」の分野について、2021年度までは「基礎」と表記していましたが、
  2022年度以降の認定科⽬は、「発達の基礎」と正式名称で表記することになりました。 3 ／3  2022.5.21現在


