
人間総合科学研究群(東京)

前期_カウンセリング学位プログラム 

前期_リハビリテーション科学学位プログラム 

前期_スポーツウエルネス学学位プログラム 

※ 選考方法を確認してください。

科目の申請にあたっては、開設授業科目一覧の「申請条件」欄にかかわらず、ホームページ掲載の 

「選考方法について」 を参照し、選考方法、面接までの流れを確認してください。 

出願前に必ず教育組織に連絡し、面接日時等を確認してください。 

学位プログラム名 受⼊有無 選考⽅法 ⾯接者 ⾯接⽇時（春学期） ⾯接⽇時（秋学期） 留意事項 連絡先

カウンセリング学位プログラ
ム（博⼠前期課程） 有 書類審査及び科⽬により

⾯接 授業担当教員
3/4（⼟）~3/11（⼟）
本⼈と打ち合わせの上、決
定

7/8（⼟）~7/15（⼟）本
⼈と打ち合わせの上、決定

科⽬により⾯接を実施しま
す「科⽬⼀覧」を参照し、
⾯接有科⽬を申請する場
合、出願期間中に右連絡
先に連絡してください

businessentrance@un.ts
ukuba.ac.jp

カウンセリング科学学位プ
ログラム（博⼠後期課
程）

無

リハビリテーション科学学位
プログラム（博⼠前期課
程）

有 書類審査及び科⽬により
⾯接 授業担当教員

3/4（⼟）~3/11（⼟）本
⼈と打ち合わせの上、決定

7/8（⼟）~7/15（⼟）本
⼈と打ち合わせの上、決定

科⽬により⾯接を実施しま
す「科⽬⼀覧」を参照し、
⾯接有科⽬を申請する場
合、出願期間中に右連絡
先に連絡してください

businessentrance@un.ts
ukuba.ac.jp

リハビリテーション科学学位
プログラム（博⼠後期課
程）

無

スポーツウエルネス学学位プ
ログラム（博⼠前期課
程）

有 書類審査及び科⽬により
⾯接 授業担当教員

3/4（⼟）~3/11（⼟）本
⼈と打ち合わせの上、決定

7/8（⼟）~7/15（⼟）本
⼈と打ち合わせの上、決定

科⽬により⾯接を実施しま
す「科⽬⼀覧」を参照し、
⾯接有科⽬を申請する場
合、出願期間中に右連絡
先に連絡してください

businessentrance@un.ts
ukuba.ac.jp

スポーツウエルネス学学位プ
ログラム（博⼠後期課
程）

無

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/in/2-4.pdf


カウンセリング学位プログラム(博士前期課程)

専門科目(カウンセリング学位プログラム_博士前期課程)

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATD301 生涯発達臨床心理学I 1 2.0 1・2 春AB 土2,3 安藤 智子

胎生期から成人期までの発達とそれを支える環
境について概説する。また、乳幼児期から発達
過程における心理臨床的な課題や、支援につい
て論じる。特に、実験や観察等の映像も用いな
がら、具体的な行動のどこに発達的な特徴や支
援の視点をみることができるのかを提示する。

01EJ103と同一。
対面

カウンセリング学位
プログラム(博士前
期課程)

0ATD307 組織心理学 1 2.0 1・2 春AB 火7,8 岡田 昌毅

組織とは、人間からなり人間のためにある。そ
の中で人間同士の相互作用により生じてくる心
理学的・行動学的特性について学び、組織の在
り方、制度、組織間の連携および運営などにつ
いて企業組織をベースに概観する。さらに、そ
れぞれの受講者が所属する組織について事例発
表、およびケーススタディを通じ、組織心理学
に関する実際的課題について議論する。

西暦奇数年度開講。
01EJ123と同一。
対面

カウンセリング学位
プログラム(博士前
期課程)

0ATD308 キャリア心理学 1 2.0 1・2 秋AB 土4,5 岡田 昌毅

キャリア・カウンセリングの基礎である「キャ
リアの心理学」を概説し、その理論的背景であ
るキャリア関連の諸理論・アプローチを紹介す
る。さらに実際のキャリア・インタビューを通
じて、諸理論・アプローチの現実への応用につ
いてグループ毎に整理し、全体発表・討議を実
施する。

01EJ110, 0ATB134と
同一。
対面

カウンセリング学位
プログラム(博士前
期課程)

0ATD315 ヘルピング・スキル 1 2.0 1・2 秋AB 木7,8 藤生 英行

心理・看護・医療・教育・福祉・司法・矯正・
産業（会社，官公庁含む）でのヒューマン・援
助（支援）サービスで必要とされる援助スキル
全般を学習する。

カウンセリングと
は、言語および非言
語コミュニケーショ
ンを通して、健常者
の行動変化を試みる
人間関係である。本
授業では,インテーク
から終結までのCl,
Th両者の課題,指針を
理解するとともに,以
下のスキルを身につ
ける。まず,従来のカ
ウンセリング訓練で
行われている探求段
階のスキル(初対面の
クライエントに接し,
クライエント自身が
自分自身の思考・感
情・行動を積極的に
探求していこうとす
ることを促すコミュ
ニケーション・スキ
ル)を身に付ける。次
に,洞察段階のスキル
(クライエント自身が
何故その問題が生じ
維持しているか理解
するスキル)を身につ
け,行動段階のスキル
(クライエント自身が
新しい行動や思考を
相談室や生活の中で
試し生活改善に役立
てていく)へと展開す
ることを実体験する
ことを目的とする。
履修メンバーによっ
ては,学習段階は探求
段階で留まることも
ある。
西暦奇数年度開講。
01EJ148と同一。
対面

△

面接あり カウンセリング学位
プログラム(博士前
期課程)

0ATD321 心理・教育統計法 1 2.0 1 春AB 金7,8 藤 桂

社会科学における統計学の用い方の基礎を解説
する。本講義は、「社会調査法」「データ解析
法」履修のための基本要件である。

01EJ115, 0ATB060と
同一。
・受講は、カウンセ
リング学位プログラ
ム(博士前期課程)お
よび生涯発達専攻カ
ウンセリングコース
の在学生に限る。.
オンライン(同時双方
向型)

カウンセリング学位
プログラム(博士前
期課程)

1 20230214



リハビリテーション科学学位プログラム(博士前期課程)

専門科目(リハビリテーション科学学位プログラム_博士前期課程)

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATE202 特別支援教育特講 1 1.0 1・2 春C 金7,8
川間 健之介,佐
島 毅

特別支援教育の制度、カリキュラムを踏まえて
視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、
病弱、及び発達障害の、その教育の理念と歴史
及び現状について解説し、関連諸分野との連携
について概説する。

01EJ602と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

リハビリテーション
科学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATE308 視覚障害学特論 1 2.0 1・2 春AB 火7,8 佐島 毅

視覚障害児・者の感覚・知覚・認知の特性を概
観し、医学的・心理学的視点を含めて包括的に
発達、学習、教育支援の視点を学ぶ。

01EJ608と同一。
対面
対面とオンライン
（オンデマンド型）
の併用。ただし、オ
ンライン（オンデマ
ンド型）とオンライ
ン（同時双方向型）
の併用に変更する場
合がある。授業の具
体的なスケジュール
はManaba等にて周知
する。

リハビリテーション
科学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATE311 運動障害学特論 1 2.0 1・2 春AB 金7,8 川間 健之介

運動障害児(者)のリハビリテーションに関する
アセスメントとインターベンションに焦点を当
てて、医学的・教育学的・心理学的側面から学
習する。

01EJ611と同一。
対面
※数回はオンライン
を予定。詳細は
Manaba等で周知す
る。

リハビリテーション
科学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATE312 知的障害学特論 1 2.0 1・2 秋AB 金7,8
小島 道生,小澤
温

知的障害の心理や認知特性、教育課程や指導
法、そして知的障害者に関わる福祉制度ならび
にサービス評価や支援の実際について概説す
る。

01EJ613と同一。
対面
ただし、状況によっ
て対面とオンライン
（同時双方向型）の
併用に変更する場合
がある。どの回がオ
ンライン（同時双方
向型）になるのかと
いった具体的な授業
スケジュールは
Manaba等で示す。

リハビリテーション
科学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATE317 発達障害学特論 1 2.0 1・2 春AB 火7,8 熊谷 恵子

中心的な学習内容は、通常の学級にいる知的障
害のない発達障害で学習障害（LD）、注意欠如
多動性障害（ADHD）、高機能自閉スペクトラム
障害（HFASD）について、その認知的な特徴、
発達上の特性、行動の問題を、生理・心理・教
育的な視点から学ぶことである。まず、法的な
裏付けおよび、2014年に国連と批准された障害
者権利条約、その中に規定している合理的配慮
について学ぶ。そして、発達障害の特徴とそれ
に伴いやすい感覚・運動の問題も合わせて学
ぶ。それに加えて、発達障害児者および保護者
に対するペアレントトレーニングなど、どのよ
うな支援が可能であるのかも具体的に学ぶ。障
害児者に対する合理的配慮は、当然のことであ
るべできであるが、発達障害のある子どもは多
くは通常の学級、通常の学校に在籍している。
その子どもたちに対して彼らだけに合理的配慮
を行う場合には、周りの子どもたちに対する
「障害の説明」も必要になってくる。それをど
のように行うべきなのか、発達障害児者が在籍
する通常の学校の授業方法はどうあるべきなの
か、通常の学校での支援システムの中でどのよ
うな支援が考えられるのかについても学ぶ。

「対面」の講義であ
るため、受講にあた
り、所属学位プログ
ラム(専攻)は問わな
いが、東京キャンパ
スにて「対面」が可
能な状態の他の所属
の大学院学生は事前
に連絡することで受
講できる。
01EJ661と同一。
対面
ただし、コロナの状
況によりオンライン
（オンデマンド型）
とオンライン（同時
双方向型）の併用に
変更する場合があ
る。どの回が対面
（または同時双方向
型のオンライン）な
のか等の授業の具体
的なスケジュールは
Manaba等にて周知す
る。

リハビリテーション
科学学位プログラム
(博士前期課程)

2 20230214



スポーツウエルネス学学位プログラム(博士前期課程)

2-1-1専門科目(選択)スポーツプロモーション領域

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATS120
スポーツイベント論特
講

1 2.0 1・2 春AB 金7,8 髙橋 義雄

スポーツプロモーションにおけるスポーツイベ
ントの理念と意義を理解するとともに、スポー
ツイベントと地域形成、現代社会におけるス
ポーツイベント政策、プロフェッショナルス
ポーツの発展過程などについて、その歴史社会
的な意味や現代的機能を探究する。スポーツイ
ベントの社会的需要・供給関係を軸にした社会
的構造・機能モデルに基づいて、スポーツプロ
モーションにおけるスポーツイベントの理念と
意義を概説する。これに基づいて、現代社会に
おけるスポーツイベントのポジティブ/ネガ
ティブな地域形成作用を分析し、そこから現代
社会におけるスポーツイベント政策の社会的役
割を分析する。また、プロフェッショナルス
ポーツの発展過程を分析し、その社会及び地域
形成に関わる意味と機能について概説する。

集中講義10:00~
01EK106と同一。
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

2-1-2専門科目(選択)スポーツマネジメント領域

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATS210
スポーツマネジメント
論特講

1 2.0 1・2 秋B
火7,8,
集中

尾縣 貢

地域のスポーツクラブと学校の運動部の共存共
栄がわが国のスポーツの更なる発展には求めら
れている。マネジメントの面から、それぞれの
活動における問題点を明確にし、今後、取り組
むべき課題とそれらを解決するための具体的な
取り組みについて概説する。

集中講義10:00~
01EK201と同一。
11/25，12/9
対面 △

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS220
高度競技マネジメント
論特講

1 2.0 1・2
春A
春B

集中
木7,8

山口 香

国際競技力開発の理念としてのスポーツ・プロ
フェッショナリズムの重要性およびシステム編
成に必要な資源評価・査定・開発とそのシステ
ムマネジメントの課題と方法論について理解す
る。国際競技力開発に関する世界的状況を概括
し、我が国における問題と課題を明らかにす
る。そして、国際競技力開発の仕組みを「発
掘・育成・強化・支援」の各開発段階における
物的・人的・文化的資源のシステム化として概
説し、システム編成に必要な資源評価・査定・
開発とそのシステムマネジメントの課題と方法
論について講義する。

01EK206と同一。
4/15，4/22
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS230
プロスポーツマネジメ
ント論特講

1 2.0 1・2 秋A
金7,8,
集中

安藤 梢

野球、サッカー、バスケットボールなど多くの
プロスポーツが進展している。プロスポーツに
おけるマネジメントの在り方や課題について理
解する。
アスリートのトレーニング・育成、クラブ運
営、リーグ運営、地域との連携、などのプロス
ポーツにおけるマネジメントについて具体的な
取り組みや課題について議論していく。また、
女子プロリーグの在り方について論じると共
に、男子プロリーグにはない課題や推進策につ
いても探究していく。

集中講義10:00～
10/28，11/4
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

2-2専門科目(関連)スポーツプロモーション分野

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATS312 スポーツの倫理と教育 1 1.0 1・2 春C 集中
深澤 浩洋,長谷
川 悦示

我が国のスポーツプロモーションにおけるス
ポーツの倫理と教育の可能性について、歴史的
変遷や諸外国との比較を通じて説明できる。ま
た、我が国のスポーツ教育の政策の歴史を踏ま
え、今後の課題について説明することができる
ことを目標とする。我が国のスポーツプロモー
ションにおけるスポーツの倫理について、ルー
ルやエトス、フェアプレイなどをめぐって講義
する。また我が国のスポーツ教育政策の歴史を
概観し、スポーツ教育の諸課題について講義す
る。

集中講義10:00~
西暦奇数年度開講。
01EK321と同一。
7/22,7/29
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS313
スポーツプロモーショ
ンとビジネス

1 1.0 1・2 秋C
木7,8,
集中

仲澤 眞,嵯峨 寿

スポーツプロモーションに関連する産業やビジ
ネスを概観し、ビジネスマネジメントの視点か
らスポーツやスポーツイベントの特徴について
事例を通じて講義する。スポーツプロモーショ
ンの視点から、プロスポーツの運営やスポーツ
メーカーのブランディングの事例を取り上げ、
スポーツビジネスの現状と課題について講義す
る。

前半3回（12/21，
1/11，1/18）は、7,8
限に開講し、後半2回
分は1/20に集中講義
を行います。集中講
義の開講時間は未
定。
西暦奇数年度開講。
01EK322と同一。
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS314
トップアスリートのト
レーニング

1 1.0 1・2 秋C 金7,8

榎本 靖士,坂入
洋右,渡部 厚一,
福田 崇,木越 清
信

トップアスリートが競技力を向上するためのト
レーニング計画、トレーニング内容およびス
ポーツ科学の活用方法について学ぶ。スポーツ
医学、スポーツ心理学、アスレティックトレー
ニング理論、体力トレーニング理論、コーチン
グ理論などから最新の知見を提供しつつ、長期
育成やベストパフォーマンスについて議論す
る。

01EK323と同一。
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

3-1-1専門科目(選択)ヘルスプロモーション領域

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATS410
ヘルスプロモーション
論特講

1 2.0 1・2 春AB 火7,8
久野 譜也,田邉
解

健康増進政策とは何かを理解した上で、国、
県、市町村、企業等における健康政策の現状と
課題を把握する。さらに健康政策の具体的な策
定方法における基礎的理解を深める。我が国及
び諸外国における運動を中心としたヘルスプロ
モーションのための政策課題について概説し、
その目的、内容、方法等の特徴を明らかにする
とともに、我が国における今後のヘルスプロ
モーションの政策課題の方向性について講義す
る。

01EK401と同一。
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS420
健康開発プログラム論
特講

1 2.0 1・2 秋B
金7,8,
集中

柴田 愛

行動科学の考え方を応用して、健康行動 (主
に、身体活動や運動) を推進させるプログラム
開発に関する基礎的および専門的知識を獲得で
きるようにする。健康行動を推進させるプログ
ラム開発に活用されている行動科学の理論やモ
デルの基礎的な考え方について理解を深めると
もに、それを応用した様々な実践例について学
ぶ。

集中講義10:00~
01EK406と同一。
11/18，12/2
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)
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3-1-2専門科目(選択)ストレスマネジメント領域

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

科目等履修
生申請可否

申請条件

0ATS510
ストレスマネジメント
システム論特講

1 2.0 1・2 秋AB 水7,8 水上 勝義

ストレスマネジメントに関する知識と技能の習
得と、ストレスマネジメントのシステム開発の
理論と技法について習得する。ストレスの概念
を理解し、ストレスがもたらす生体反応やスト
レスに関連した健康問題について学習する。さ
らに健康促進のための個人と社会におけるスト
レスマネジメントシステムについて学習する。

集中講義10:00~
01EK501と同一。
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS520
コミュニティメンタル
ヘルス論特講

1 2.0 1・2
春A
春B

木7,8
集中

辻 大士

社会的要因や国・地域の環境とメンタルヘルス
との関わりを学習する。さらに、それらの要因
について、現状把握→課題設定→手がかり発見
→実践・介入→効果検証→プログラム改善を円
滑に進める、一連のマネジメントサイクルを学
習する。

01EK521と同一。
5/20,6/3
対面

△

面接あり スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

3-2専門科目(関連)ヘルスプロモーション分野

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ATS611 生活機能増進法論特講 1 1.0 1・2 秋C 水7,8

向井 直樹,竹村
雅裕,小﨑 恵生,
金森 章浩,河野
禎之

心身特性を把握し、運動機能、生命維持機能や
認知機能などの向上に必要な運動プログラムを
組み実践できることを目標とする。生活機能病
(運動器、各種臓器、認知機能の障害)に焦点を
当て、生涯にわたって生活機能の向上(寝たき
りの予防)法の開発やその指導法に関して学習
する。臨床スポーツ医学的アプローチを含む。

01EK621と同一。
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS612 健康増進基礎論特講 1 1.0 1・2 春C 金7,8

渡部 厚一,國部
雅大,松井 崇,中
田 由夫,下山 寛
之

健康増進の基礎的な知識、理解力、研究能力を
高めるためにヒトの心身の形態、機能の自然科
学的な知識、研究成果を学ぶ。心身の健康を維
持・増進するためには運動、休養、栄養などの
知識、研究が必要である。本授業では運動が心
身に与える影響を運動解剖学的、スポーツ生理
学、生化学、筋生理学、疫学の観点からそれぞ
れの専門家が概説し健康増進の科学的理解と研
究に資することを目的とする。

01EK622と同一。
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS613 健康社会論 1 1.0 1・2 春BC 集中
武田 文,門間 貴
史

地域・職域における健康問題とその心理社会的
要因および保健政策・保健サービス事業につい
て学び、健康問題解決への社会的アプローチを
理解する乳幼児期~高齢期までの各ライフス
テージにおける健康問題を、家庭・地域・職場
など生活領域別にとりあげ、各問題と社会環境
要因との関わりを論じる。そして問題解決に必
要な社会的支援策のあり方について、公衆衛生
の観点から解説する。

集中講義9:30~
01EK623と同一。
7/1,7/8
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)

0ATS614 健康支援の理論と実践 1 1.0 1・2 春C 木7,8

大藏 倫博,坂入
洋右,木塚 朝博,
麻見 直美,中田
由夫

国民の健康の保持・増進に向けた理論と実際現
場での具体的な支援のあり方について学習す
る。集団や個人を対象として、各種の疾患や健
康段階、ライフステージにおける課題解決に向
けたさまざまな健康支援方法の理論と実践につ
いて概説するとともに、その具体的事例につい
て講義する。

01EK624と同一。
対面

スポーツウエルネス
学学位プログラム
(博士前期課程)
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