
早稲田大学大学院　教育学研究科 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

10-166 基礎 ― 2010 発達障害論 坂爪一幸 2

10-168 基礎 ― 2010 臨床心理学研究演習 堀正士 2

10-169 基礎 ― 2010 臨床心理学特論 堀正士 2

10-170 基礎 ― 2010 臨床心理学演習（１） 堀正士 2

10-171 基礎 ― 2010 臨床心理学演習（２） 堀正士 2

11-238 基礎 ― 2011 学校カウンセリング 河村茂雄 4

11-239 基礎 ― 2011 発達障害論 坂爪一幸 2

11-240 基礎 ― 2011 臨床心理学研究演習 堀正士 2

11-241 基礎 ― 2011 臨床心理学特論 堀正士 2

11-242 基礎 ― 2011 臨床心理学演習（１） 堀正士 2

11-243 基礎 ― 2011 臨床心理学演習（２） 堀正士 2

12-217 基礎 ― 2012 発達障害論 坂爪一幸 2

12-218 基礎 ― 2012 臨床心理学研究演習 堀正士 2

12-219 基礎 ― 2012 臨床心理学特論 堀正士 2

12-220 基礎 ― 2012 臨床心理学演習（１） 堀正士 2

12-221 基礎 ― 2012 臨床心理学演習（２） 堀正士 2

12-222 基礎 ― 2012 学校カウンセリング 河村茂雄 4

14-100 基礎 ― 2014 発達障害論Ａ 齋藤宇開 2

15-168 基礎 ― 2015 学校カウンセリングＡ 河村茂雄 2

15-169 基礎 ― 2015 学校カウンセリングＢ 河村茂雄 2

15-176 基礎 ― 2015 発達障害論 齊藤宇開 2

16-200 基礎 ― 2016 学校カウンセリングＡ 苅間澤勇人・川俣理惠 2

16-202 基礎 ― 2016 学校心理学演習M1-1 本田恵子 1

16-203 基礎 ― 2016 学校心理学演習M1-2 本田恵子 1

16-206 基礎 ― 2016 学校カウンセリングＢ 河村茂雄 2

16-207 基礎 ― 2016 発達障害論 齊藤宇開 2

17-212 基礎 ― 2017 学校カウンセリングＡ 河村茂雄 2

17-217 基礎 ― 2017 学校カウンセリングＢ 河村茂雄 2

17-218 基礎 ― 2017 発達障害論 齊藤宇開 2

17-222 基礎 ― 2017 学校心理学演習（M1-1）（本田） 本田恵子 2

17-223 基礎 ― 2017 学校心理学演習（M1-2）（本田） 本田恵子 2

18-225 基礎 ― 2018 学校カウンセリングA（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

18-230 基礎 ― 2018 学校カウンセリングB（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

18-231 基礎 ― 2018 発達障害論 齊藤宇開 2

18-269 基礎 ― 2018 学校心理学演習（M1-1）（本田） 本田恵子 2

18-270 基礎 ― 2018 学校心理学演習（M1-2）（本田） 本田恵子 2

19-903 基礎 ― 2019 学校カウンセリングA（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

19-904 基礎 ― 2019 学校カウンセリングB（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

19-905 基礎 ― 2019 発達障害論 齊藤宇開 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 ／4  2022.5.21現在
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19-906 基礎 ― 2019 学校心理学演習（M1-1）（本田） 本田恵子 2

19-907 基礎 ― 2019 学校心理学演習（M1-2）（本田） 本田恵子 2

20-197 基礎 ― 2020 学校カウンセリングA（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

20-198 基礎 ― 2020 学校カウンセリングB（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

20-199 基礎 ― 2020 発達障害論 齊藤宇開 2

20-200 基礎 ― 2020 学校心理学演習（M1-1） 本田恵子 2

20-201 基礎 ― 2020 学校心理学演習（M1-2） 本田恵子 2

21-001 基礎 ― 2021 学校カウンセリングA（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

21-002 基礎 ― 2021 学校カウンセリングB（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

21-003 基礎 ― 2021 発達障害論 齊藤宇開 2

21-004 基礎 ― 2021 学校心理学演習（M1-1） 本田恵子 2

21-005 基礎 ― 2021 学校心理学演習（M1-2） 本田恵子 2

22-180 基礎 ― 2022 学校心理学演習（M1-2） 本田恵子 2

22-181 基礎 ― 2022 学校カウンセリングA（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

22-182 基礎 ― 2022 学校カウンセリングB（心理支援に関する理論と実践） 河村茂雄 2

22-183 基礎 ― 2022 発達障害論 齊藤宇開 2

22-184 基礎 ― 2022 学校心理学演習（M1-1） 本田恵子 2

20-208 専門性 ― 2020 人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 本田恵子（責任者）・加瀬恭子・鎌田晴美・菊地祐子・小西好彦・荒川信行 2

20-209 専門性 ― 2020 家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 本田恵子（責任者）・金森克浩・小西好彦・鈴村眞理・松本政悦・湯汲英史 2

21-006 専門性 ― 2021 人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 本田恵子・加瀬恭子・鎌田晴美・菊地祐子・小西好彦 2

21-007 専門性 ― 2021 家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 本田恵子・金森克浩・小西好彦・鈴村眞理・松本政悦・湯汲英史 2

22-185 専門性 ― 2022 人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 本田恵子・加瀬恭子・鎌田晴美・菊地祐子・小西好彦 2

22-186 専門性 ― 2022 家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 本田恵子・金森克浩・小西好彦・松本政悦・湯汲英史 2

10-172 認知 基礎 ／ 支援 2010 発達心理学特論 中垣啓 2/2

11-244 認知 基礎 ／ 支援 2011 障害・神経心理学演習（１） 坂爪一幸 2/2

11-245 認知 基礎 ／ 支援 2011 障害・神経心理学演習（２） 坂爪一幸 2/2

11-246 認知 基礎 ／ 支援 2011 障害・神経心理学研究演習 坂爪一幸 2/2

11-247 認知 基礎 ／ 支援 2011 発達心理学特論 中垣啓 2/2

12-223 認知 基礎 ／ 支援 2012 発達心理学特論 中垣啓 2/2

12-224 認知 基礎 ／ 支援 2012 障害・神経心理学演習（１） 坂爪一幸 2

12-225 認知 基礎 ／ 支援 2012 障害・神経心理学演習（２） 坂爪一幸 2

12-226 認知 基礎 ／ 支援 2012 障害・神経心理学研究演習 坂爪一幸 2

15-170 認知 基礎 ／ 支援 2015 発達心理学特論Ａ 中垣啓 1/1

15-171 認知 基礎 ／ 支援 2015 発達心理学特論Ｂ 中垣啓 1/1

16-208 認知 基礎 ／ 支援 2016 発達心理学特論Ａ 中垣啓 1/1

16-209 認知 基礎 ／ 支援 2016 発達心理学特論Ｂ 中垣啓 1/1

17-213 認知 基礎 ／ 支援 2017 発達・教育心理学特論Ａ 上淵寿 1/1

17-214 認知 基礎 ／ 支援 2017 発達・教育心理学特論Ｂ 上淵寿 1/1

18-226 認知 基礎 ／ 支援 2018 発達・教育心理学特論Ａ（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

※「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 ／4  2022.5.21現在
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18-227 認知 基礎 ／ 支援 2018 発達・教育心理学特論Ｂ（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

19-908 認知 基礎 ／ 支援 2019 発達・教育心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

19-909 認知 基礎 ／ 支援 2019 発達・教育心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

20-202 認知 基礎 ／ 支援 2020 発達・教育心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

20-203 認知 基礎 ／ 支援 2020 発達・教育心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

21-008 認知 基礎 ／ 支援 2021 発達・教育心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

21-009 認知 基礎 ／ 支援 2021 発達・教育心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

22-187 認知 発達の基礎 ／ 支援 2022 発達・教育心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

22-188 認知 発達の基礎 ／ 支援 2022 発達・教育心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 上淵寿 1/1

11-248 社会・情動 基礎 ／ 支援 2011 学校心理学特論 本田恵子 2/2

12-227 社会・情動 基礎 ／ 支援 2012 学校心理学特論 本田恵子 2/2

15-172 社会・情動 基礎 ／ 支援 2015 学校心理学特論Ａ 本田恵子 1/1

15-173 社会・情動 基礎 ／ 支援 2015 学校心理学特論Ｂ 本田恵子 1/1

16-210 社会・情動 基礎 ／ 支援 2016 学校心理学特論Ａ 本田恵子 1/1

16-211 社会・情動 基礎 ／ 支援 2016 学校心理学特論Ｂ 本田恵子 1/1

17-219 社会・情動 基礎 ／ 支援 2017 学校心理学特論Ａ 本田恵子 1/1

17-220 社会・情動 基礎 ／ 支援 2017 学校心理学特論Ｂ 本田恵子 1/1

18-232 社会・情動 基礎 ／ 支援 2018 学校心理学特論Ａ（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

18-233 社会・情動 基礎 ／ 支援 2018 学校心理学特論Ｂ（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

19-910 社会・情動 基礎 ／ 支援 2019 学校心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

19-911 社会・情動 基礎 ／ 支援 2019 学校心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

20-204 社会・情動 基礎 ／ 支援 2020 学校心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

20-205 社会・情動 基礎 ／ 支援 2020 学校心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

21-010 社会・情動 基礎 ／ 支援 2021 学校心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

21-011 社会・情動 基礎 ／ 支援 2021 学校心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

22-189 社会・情動 発達の基礎 ／ 支援 2022 学校心理学特論A（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

22-190 社会・情動 発達の基礎 ／ 支援 2022 学校心理学特論B（教育分野に関する理論と支援の展開） 本田恵子 1/1

10-167 言語 基礎 ／ 支援 2010 障害・神経心理学特論 坂爪一幸 2/2

11-249 言語 基礎 ／ 支援 2011 障害・神経心理学特論 坂爪一幸 2/2

12-228 言語 基礎 ／ 支援 2012 障害・神経心理学特論 坂爪一幸 2/2

15-166 言語 基礎 ／ 支援 2015 障害・神経心理学特論Ａ 坂爪一幸 1/1

15-167 言語 基礎 ／ 支援 2015 障害・神経心理学特論Ｂ 坂爪一幸 1/1

16-204 言語 基礎 ／ 支援 2016 障害・神経心理学特論Ａ 坂爪一幸 1/1

16-205 言語 基礎 ／ 支援 2016 障害・神経心理学特論Ｂ 坂爪一幸 1/1

17-215 言語 基礎 ／ 支援 2017 障害・神経心理学特論Ａ 坂爪一幸 1/1

17-216 言語 基礎 ／ 支援 2017 障害・神経心理学特論Ｂ 坂爪一幸 1/1

18-228 言語 基礎 ／ 支援 2018 障害・神経心理学特論Ａ（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

18-229 言語 基礎 ／ 支援 2018 障害・神経心理学特論Ｂ（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

19-912 言語 基礎 ／ 支援 2019 障害・神経心理学特論A（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

※「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 ／4  2022.5.21現在
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19-913 言語 基礎 ／ 支援 2019 障害・神経心理学特論B（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

20-206 言語 基礎 ／ 支援 2020 障害・神経心理学特論A（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

20-207 言語 基礎 ／ 支援 2020 障害・神経心理学特論B（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

22-191 言語 発達の基礎 ／ 支援 2022 障害・神経心理学特論A（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

22-192 言語 発達の基礎 ／ 支援 2022 障害・神経心理学特論B（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 坂爪一幸 1/1

15-174 育児・保育 保育 2015 人間理解基盤講座 本田恵子・加瀬恭子・菊地祐子・小西好彦・難波克己 2

15-175 育児・保育 育児 2015 家族理解と福祉工学 小西好彦・近藤武夫・本田恵子・松本政悦・湯汲英史 2

16-201 育児・保育 育児 2016 家族理解と福祉工学 金森克浩・小西好彦・本田恵子・松本政悦・湯汲英史 2

16-212 育児・保育 保育 2016 人間理解基盤講座 本田恵子・加瀬恭子・菊地祐子・小西好彦・難波克己 2

17-221 育児・保育 保育 2017 人間理解基盤講座 本田恵子・加瀬恭子・菊地祐子・小西好彦・鎌田晴美 2

17-224 育児・保育 育児 2017 家族理解と福祉工学 金森克浩・小西好彦・本田恵子・松本政悦・湯汲英史 2

18-234 育児・保育 保育 2018 人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 加瀬恭子・鎌田晴美・菊地祐子・小西好彦・本田恵子 2

18-235 育児・保育 育児 2018 家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 金森克浩・小西好彦・本田恵子・松本政悦・湯汲英史 2

19-914 育児・保育 保育 2019 人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 加瀬恭子・鎌田晴美・菊地祐子・小西好彦・本田恵子 2

19-915 育児・保育 育児 2019 家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 金森克浩・小西好彦・本田恵子・松本政悦・湯汲英史 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。 4 ／4  2022.5.21現在


