
曜 時
日 限 授業科目 担当教員 講義室 授業科目 担当教員 講義室 授業科目 担当教員 講義室 授業科目 担当教員 講義室 授業科目 担当教員 講義室 授業科目 担当教員 講義室 限 日

月 1 ①生物人類学特講Ⅰ 中野 本31 ①教育社会学特定演習Ⅰ 木村（涼）・荒牧・有川 研 1 月

★（春）比較行動学特講Ⅰ 山田（一） 本41 ①生涯教育学特定演習Ⅰ 岡田・北山 本32

②生涯教育学特定演習Ⅱ 岡田・北山 本32

2 ①人間科学国際特講Ⅲ ポスガイ 本12 ①応用認知心理学特定演習Ⅰ 篠原（一） 研 ①現代社会学特講(b) （髙谷） 本44 ①臨床心理学特講Ⅰ 佐々木 本32 ①共生社会論特定演習Ⅰ 2

②応用認知心理学特定演習Ⅱ 篠原（一） 研 ①福祉社会論特定演習Ⅰ(a) 斉藤（弥） 本45 ②臨床心理面接特講Ⅱ 野村（晴）・石金 本32 ②共生社会論特定演習Ⅱ

①生物人類学特定演習Ⅰ 中野 研 ②福祉社会論特定演習Ⅱ(a) 斉藤（弥） 本45 ①地域創生論特定演習Ⅰ(B) 大谷 本34

②生物人類学特定演習Ⅱ 中野 研 ②地域創生論特定演習Ⅱ(B) 大谷 本34

★（春）比較行動学特講Ⅰ 山田（一） 本41 ②コンフリクトと共生特定演習Ⅱ モハーチ・太田・山田（一） 本46

②比較行動学特定演習Ⅱ 山田（一） 研

3 ①比較行動学特定演習Ⅰ 山田（一） 研 ①臨床心理学研究法特講 管生 本32 ①コンフリクトと共生特定演習Ⅰ モハーチ・太田・山田（一） 本46 3

4 ①教育文化学特講（隔週） 志水 東304 4

②学校社会学特講（隔週） 志水 東316

②教育文化学特定演習Ⅱ(隔週) 髙田 東316

5 ②社会における科学技術特定演習 山中 本42 ①教育文化学特講（隔週） 志水 東304 ①共生社会論特講Ⅲ 稲場 本41 5

②学校社会学特講（隔週） 志水 東316

②教育文化学特定演習Ⅱ(隔週) 髙田 東316

6 6

火 1 ①人間科学専門演習Ⅰ （平松） プレゼン 1 火

①Academic Reading ミュラー 東303

2 ①人間科学専門演習Ⅱ （平松） プレゼン ◎①比較発達心理学特講Ⅱ 鹿子木 本41 ①社会理論特講 野尻 東303 ①教育工学特講Ⅰ 西森・後藤 東106 2

②教育工学特講Ⅱ 後藤・西森 東106

②臨床心理学特講Ⅱ 老松 東303

◎①臨床心理面接特講Ⅰ 野村（晴）・石金 東304

3 ①人間科学基礎実習 吉川 プレゼン ①現代社会と社会理論特定演習Ⅰ 川端・山田（陽） 研 ②認識論・形而上学特講 森田（邦） 本32 ①教育動態学特講 荒牧 本32 3

②現代社会と社会理論特定演習Ⅱ 川端・山田（陽） 研 ①人類学特定演習Ⅰ 福岡 研 ①生涯スポーツ学特講 岡田 本41

②人類学特定演習Ⅱ 白川 本42

4 ①人間科学基礎実習 吉川 プレゼン ①比較発達心理学特定演習Ⅰ 鹿子木 研 ①科学哲学・分析哲学特定演習Ⅰ 森田（邦） 本43 ②ジェンダーと教育特講（A） 木村（涼） 東303 ①共生行動論特定演習Ⅰ 渥美・近藤・権藤 本46 4

②比較発達心理学特定演習Ⅱ 鹿子木 研 ②科学哲学・分析哲学特定演習Ⅱ 森田（邦） 本43 ②共生行動論特定演習Ⅱ 渥美・近藤・権藤 本46

★（春）行動生理学特定演習Ⅰ 八十島 研 ①科学技術と文化特定演習Ⅰ 森田（敦）、鈴木 研

★（冬）行動生理学特定演習Ⅱ 八十島 研 ②科学技術と文化特定演習Ⅱ 森田（敦）、鈴木 研

5 ①人間科学基礎実習 吉川 プレゼン ①環境行動学特定演習Ⅰ 三好・青野・小林 本32 ①コミュニケーション社会学特講 辻 本41 ②哲学と質的研究特講 村上（靖） 本33 ①臨床心理学特定演習Ⅰ 老松・野村（晴）　ほか 東207 5

①大学マネジメント論特講Ⅰ 川端・齊藤（貴） 本31 ②環境行動学特定演習Ⅱ 三好・青野・小林 本32 ②コミュニケーション社会学特定演習Ⅰ 辻 東304 ①現象学的な質的研究特講 村上（靖） 本33 ②臨床心理学特定演習Ⅱ 老松・野村（晴）　ほか 東207

②大学マネジメント論特講Ⅱ 川端・齊藤（貴） 本31 ★（春）行動生理学特講Ⅰ 八十島 本34

★（冬）行動生理学特講Ⅱ 八十島 本42

6 ◎①臨床心理査定演習Ⅰ 老松・野村（晴）　ほか 東207 6

②臨床心理査定演習Ⅱ 老松・野村（晴）　ほか 東207

水 1 ②人間科学国際特講Ⅴ 権藤 本32 ①教育制度学特定演習Ⅰ 園山 本45 ★（夏）コンフリクトと共生特講Ⅱ モハーチ・太田・山田（一） 本31 1 水

2 ②人間科学国際特講Ⅳ マワー 東316 ①基礎心理学特講Ⅰ 入戸野 本42 ①教育人間学特定演習Ⅰ 岡部 研 ①共生の人間学特定演習Ⅰ-b 藤川 本32 2

②教育人間学特定演習Ⅱ 岡部 研 ②共生の人間学特定演習Ⅱ-b 藤川 本31

①人間変容論特定演習Ⅰ 藤川 本32 ①地域創生論特講Ⅰ 河森・大谷・住村 東404

②人間変容論特定演習Ⅱ 藤川 本31 ★（夏）コンフリクトと共生特講Ⅱ モハーチ・太田・山田（一） 本31

3 ①基礎心理学特定演習Ⅰ 入戸野 本42 ①社会調査特定演習Ⅰ 吉川・五十嵐 プレゼン ★（夏）教育制度学特講 園山 本45 ①共生の人間学特定演習Ⅰ-a 檜垣 社会系会議室 3

①社会心理学特定演習Ⅰ 三浦・綿村 研 ②社会調査特定演習Ⅱ 吉川・五十嵐 プレゼン ②共生の人間学特定演習Ⅱ-a 檜垣 社会系会議室

②社会心理学特定演習Ⅱ 三浦・綿村 研 ②文化社会学特定演習Ⅱ 山中 研 ①共生教育論特定演習Ⅰ 山本(ベ)・エツロット 本32

①福祉社会論特定演習Ⅰ(b) 遠藤 東316 ②共生教育論特定演習Ⅱ エツロット・山本(ベ) 本42

②福祉社会論特定演習Ⅱ(b) 遠藤 本31 ①地域創生論特定演習Ⅰ(A) 河森 ・住村 研

②地域創生論特定演習Ⅱ(A) 河森 ・住村 研

4 ①行動統計科学特定演習Ⅰ 足立（浩平） 研 ①社会データ科学特講 五十嵐 本41 ★（夏）教育制度学特講 園山 本45 ②共生の人間学特講Ⅱ 檜垣 社会系会議室 4

②行動統計科学特定演習Ⅱ 足立（浩平） 研 ②医療社会学特講 山中 本32 ①国際協力学特定演習Ⅰ 杉田・（坂上）・澤村・白川 東404

②国際協力学特定演習Ⅱ 杉田・澤村・白川 東304

5 ②高等教育政策論特講 齊藤（貴） 本31 ②基礎心理学特定演習Ⅱ 森川 本43 ①比較文明学特定演習Ⅰ 野尻 東304 5

①臨床死生学・老年行動学特定演習Ⅰ 権藤 本46 ②比較文明学特定演習Ⅱ 野尻 東304

②臨床死生学・老年行動学特定演習Ⅱ 権藤 本46

6 ①教育工学特定演習Ⅰ 西森・後藤　ほか 東106 6

②教育工学特定演習Ⅱ 西森・後藤　ほか 東106

木 1 ②人間科学方法演習 川端 プレゼン ◎②教育分野に関する理論と支援の展開 野坂 本32 ★◎(春)共生行動論特講Ⅰ （山口） 本41 1 木

①フィールド調査法特講 森田(敦)　ほか 本51 ②教育制度学特定演習Ⅱ 園山 本45

2 ②コンフリクトの人文学特講Ⅱ 榎井 東106 ①応用認知心理学特講Ⅰ 篠原（一） 本34 ①現代社会学特講(a) 山田（陽） 東404 ②教育社会学特定演習Ⅱ 荒牧・木村（涼）・有川 研 ★◎(春)共生行動論特講Ⅰ （山口） 本41 2

①フィールド調査法特講 森田(敦)　ほか 本51 ◎①臨床死生学・老年行動学特講Ⅰ 権藤・春日・松井 東303 ②共生教育論特講Ⅱ 山本（ベ）　ほか 本31

①人間科学国際特講Ⅵ カヴァリエレ 本32 ②多文化共生学特定演習Ⅰ 藤目 研

3 ②人間科学国際特講Ⅱ バーボビッチ 本31 3

4 ②人間科学国際特講Ⅰ バーボビッチ 本31 4

①英語による国際コミュニケーションⅠ-A (マレイ) 本51

5 ①英語による国際コミュニケーションⅡ-A (マレイ) 本51 ②計量社会学特講 吉川 本41 5

①高等教育論特講Ⅰ 齊藤（貴）・川端 本31

②高等教育論特講Ⅱ 齊藤（貴）・川端 本31

6 6

金 1 ①未来共生英語特定演習Ⅰ ミュラー 東316 ②国際協力学特講Ⅰ（隔週） 杉田・澤村 東404 1 金

2 ①未来共生英語特定演習Ⅱ ミュラー 東316 ①安全行動学特定演習Ⅰ 中井 研 ②教育人間学特講 岡部 研 ①共生の人間学特講Ⅰ 藤川 本32 2

②安全行動学特定演習Ⅱ 中井 研 ①教育哲学特講 岡部 本43 ①共生教育論特講Ⅰ エツロット・小笠原 本12

①人間変容論特講Ⅰ 藤川 本32 ②国際協力学特講Ⅰ（隔週） 杉田・澤村 東404

②人間変容論特講Ⅱ 藤川 本32

◎①司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 野坂 本51

②教育心理学特定演習Ⅱ 野坂 研

3 ①共生社会論特講Ⅰ 志水・石塚・WANG ラーニングコモンズ 3

4 ①共生社会論特講Ⅰ 志水・石塚・WANG ラーニングコモンズ 4

5 5

6 6

授業科目 担当教員 ゾーン 授業科目 担当教員 ゾーン 授業科目 担当教員 ゾーン 授業科目 担当教員 ゾーン 授業科目 担当教員 ゾーン 授業科目 担当教員 ゾーン

英語による国際コミュニケーションⅠ-B (マレイ) Ｂ 社会心理学特講Ⅰ （結城） A 人間科学基礎理論特講 （太田）・森田（邦） C 外国教育史特講 （大塚）・岡部 A

英語による国際コミュニケーションⅡ-B (マレイ) Ｂ 行動統計科学特講Ⅰ （廣瀬） A 人格心理学特講 （片山） A

◎心理支援法特講 （谷口）・平井 C

心理療法特講 （工藤）・老松 A

時間を定めずに実施する科目

時　　　間 授　　業　　科　　目 担　当　教　員 開講学期 授　　業　　科　　目 担　当　教　員 開講学期 授　　業　　科　　目 担　当　教　員 開講学期 集中講義日程　 区分（学期） ゾーン
 　8：50～10：20 人間科学学際研究特講 西森　ほか 4月初旬 哲学的人間学特講 ほんま 秋～冬 コミュニティ・ラーニング特定演習 渥美・石塚・德永 春～夏 夏学期 A
 10：30～12：00 未来共創フィールドスタディⅠ 木村（友）、石塚 春～夏 哲学と質的研究特定演習Ⅱ 村上（靖） 秋～冬 公共サービス・ラーニング特定演習 榎井・WANG・德永 通年 B
 13：30～15：00 未来共創フィールドスタディⅡ 木村（友）、石塚 秋～冬 臨床心理基礎実習Ⅰ 老松・野村（晴）・佐々木　ほか 春～夏 プロジェクト・ラーニング特定演習 榎井・德永 通年 C
 15：10～16：40 総合人間科学実習Ⅰ 未来共創センター長 春～夏 臨床心理基礎実習Ⅱ 佐々木・老松・野村（晴）　ほか 秋～冬 各講座特定研究Ⅰ 指導教員 春～夏

 16：50～18：20 総合人間科学実習Ⅱ 未来共創センター長 秋～冬 臨床心理実習Ⅰ 老松・野村（晴）・佐々木　ほか 春～夏 各講座特定研究Ⅱ 指導教員 秋～冬 備　考　 １．授業科目の①は春～夏学期のみ、②は秋～冬学期のみの科目を示す。
 18：30～20：00 英語による論文作成・研究発表演習 山本(ベ)・モハーチ 冬 臨床心理実習Ⅱ 老松・野村（晴）・佐々木　ほか 秋～冬 各講座フィールドワーク実習Ⅰ 指導教員 春～夏 　　★マークの科目はターム型科目を示し、(春)・(夏)・(秋)・(冬)は開講タームを示す。

International Course on Interdisciplinary Human Science 森田(敦)・モハーチ 冬 ◎保健医療分野に関する理論と支援の展開 平井・足立（浩祥）・管生 春～夏 各講座フィールドワーク実習Ⅱ 指導教員 秋～冬 　　◎マークの科目は公認心理師関係科目を示し、正式な科目名称は別紙に記載する。
インターンシップA 松井 通年 ◎心理実践実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 平井　ほか 通年 各講座方法実習Ⅰ 指導教員 春～夏 ２．担当教員欄の括弧（名前）書きは非常勤講師を示す。
インターンシップB 指導教員 通年 ◎心の健康教育に関する理論と実践 平井・工藤・足立（浩祥） 秋～冬 各講座方法実習Ⅱ 指導教員 秋～冬 ３．講義室の「本」は人間科学研究科本館、「東」は人間科学研究科東館（いずれも吹田キャンパス）を示す。

　　「プレゼン」は本館1階ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ、「研」は教員研究室等（詳細はシラバス参照）を示す。

Ｍ

期　　　　　間
2022年8月22日(月)　～　2022年8月26日(金)

6

時限

集
中
講
義

1

共　通　科　目

2

3

4

5

2022年8月29日(月)　～　2022年9月2日(金)
2022年9月5日(月)　～　2022年9月9日(金)

令和４年度　人間科学研究科開講科目授業時間割表　≪博士前期課程≫ 大阪大学人間科学研究科

社会環境学人間行動学・行動生態学
更新：2022年3月24日

基礎人間科学 臨床教育学・教育環境学 未来共生学・グローバル共生学

集
中
講
義

志水（E304）・千葉（E106）・稲場（研）

志水（E304）・千葉（E106）・稲場（研）



講　座 開講科目名 開講学期 開講時限

人間行動学講座
臨床死生学・老年行動学特講Ⅰ
（福祉分野に関する理論と支援の展開）

春～夏学期 木曜2限

人間行動学講座
安全行動学特講Ⅰ
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開）

不開講 不開講

行動生態学講座
 比較発達心理学特講Ⅱ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

春～夏学期 火曜2限

臨床教育学講座 教育分野に関する理論と支援の展開 秋～冬学期 木曜1限

臨床教育学講座 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 春～夏学期 金曜2限

臨床教育学講座
臨床心理面接特講Ⅰ
(心理支援に関する理論と実践）

春～夏学期 火曜2限

臨床教育学講座
心理支援法特講
(心理支援に関する理論と実践)

集中 Cゾーン

臨床教育学講座
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

春～夏学期 火曜6限

臨床教育学講座 保健医療分野に関する理論と支援の展開 春～夏学期 時間を定めずに実施

臨床教育学講座 心の健康教育に関する理論と実践 秋～冬学期 時間を定めずに実施

未来共生学講座
共生行動論特講Ⅰ
(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）

春学期
（ターム型科目）

木曜1・2限

特別科目 心理実践実習Ⅰ 通年 時間を定めずに実施

特別科目 心理実践実習Ⅱ 通年 時間を定めずに実施

特別科目 心理実践実習Ⅲ 通年 時間を定めずに実施

特別科目 心理実践実習Ⅳ 通年 時間を定めずに実施

公認心理師関係科目正式科目名称一覧

《大学院博士前期課程科目》

（時間割表において◎がついている科目）



（2022年4月1日現在）

廃止された科目について、以下に示す新科目での読替が可能です。

読替元科目（下表右側の科目）を履修し合格した場合は、読替先科目（下表左側の科目）の単位が付与されます。

（注１）下表に記載のない新規開講科目を修得した場合は、「修了要件外科目」となるので注意してください。

（注２）読替元科目（実際に履修する科目）の開講時期及び曜日時限等については、学生便覧・時間割表・シラバスを参照してください。

（注３）「対象者」に○が付されている該当年度入学者が読替の対象です。

R3 R2 R1 H30 H29
時間割
コード

新授業科目名
令和4(2022)年度以降の開講科目

○ 211858
臨床死生学・老年行動学特講Ⅰ
（福祉分野に関する理論と支援の展開）

○ 211859
安全行動学特講Ⅰ
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開）

○ 行動生態学 211860
比較発達心理学特講Ⅱ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

○ 211861 社会理論特講

○ 211862 現代社会と社会理論特定演習Ⅰ

○ 211863 現代社会と社会理論特定演習Ⅱ

○ 211864 現代社会と社会理論特定研究Ⅰ

○ 211865 現代社会と社会理論特定研究Ⅱ

○ ○ ○ ○ ○ 211931 科学哲学・分析哲学特定演習Ⅰ

○ ○ ○ ○ ○ 211932 科学哲学・分析哲学特定演習Ⅱ

○ ○ ○ ○ ○ 211935 科学哲学・分析哲学特定研究Ⅰ

○ ○ ○ ○ ○ 211936 科学哲学・分析哲学特定研究Ⅱ

○ ○ 211888 哲学と質的研究特講

○ ○ 211891 哲学と質的研究特定演習Ⅰ

○ ○ 211892 哲学と質的研究特定演習Ⅱ

○ ○ 211889 哲学と質的研究特定研究Ⅰ

○ ○ 211890 哲学と質的研究特定研究Ⅱ

○ ○ ○ 211918 人間変容論特講Ⅰ

○ ○ ○ 211917 教育人間学特講

○ ○ ○ 211920 人間変容論特定演習Ⅰ

○ ○ ○ 211921 人間変容論特定演習Ⅱ

○ ○ ○ 211924 人間変容論特定研究Ⅰ

○ ○ ○ 211925 人間変容論特定研究Ⅱ

○ 211870 教育分野に関する理論と支援の展開

○ 211871 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

○ 211874
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

○ 211872
臨床心理面接特講Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践）

○ 未来共生学 211876
共生行動論特講Ⅰ
（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）

平成29(2017)年度以前入学者のカリキュラムに修了要件単位に算入可能な科目として追加される科目

R3 R2 R1 H30 H29

○ 211873
心理支援法特講
（心理支援に関する理論と実践）

2 平成30(2018)年度 新設

○ 211875 心の健康教育に関する理論と実践 2 平成30(2018)年度 新設

○ 211885 未来共創フィールドスタディⅠ 1 平成30(2018)年度 新設

○ 211886 未来共創フィールドスタディⅡ 1 平成30(2018)年度 新設

対 象 者
（注３）

人間科学研究科（博士前期課程）授業科目の読替について

基礎人間科学

対 象 者
（注３）

科学哲学特定演習Ⅰ

科学哲学特定演習Ⅱ

科学哲学特定研究Ⅰ

科学哲学特定研究Ⅱ

現代社会学特定研究Ⅰ

現代社会学特定研究Ⅱ

人間行動学

社会環境学

現代思想論特講

安全行動学特講Ⅰ

比較発達心理学特講Ⅱ

社会学理論特講

共通科目
（学系横断）

現代思想特定研究Ⅱ

教育人間学特講Ⅰ

教育人間学特講Ⅱ

教育人間学特定演習Ⅰ

教育人間学特定演習Ⅱ

教育人間学特定研究Ⅰ

教育人間学特定研究Ⅱ

教育心理学特講

教育心理学特定演習Ⅰ

講　座
時間割
コード

授業科目名

講　座

読替先科目（単位修得する科目）

臨床教育学

現代社会学特定演習Ⅰ

現代社会学特定演習Ⅱ

読替元科目（実際に履修する科目）

備　考単位数

臨床心理面接特講Ⅰ

共生行動論特講Ⅰ

旧授業科目名
令和3(2021)年度以前入学者の該当科目

臨床死生学・老年行動学特講Ⅰ

臨床心理査定演習Ⅰ

現代思想特定演習Ⅰ

現代思想特定演習Ⅱ

現代思想特定研究Ⅰ
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