
授業科目名 科目番号 02EU001

単位数 担当教員
濱口 佳和,庄司 一子,横山 徹爾,
本田 靖,沢宮 容子

授業時間 研究室 D706 

科目の種類
筆頭教員
メールアドレス

yhama@human.tsukuba.ac.jp

標準履修年次 オフィスアワー
メールで予定を確認のうえ，訪問
すること

テキスト
参考図書

成績評価の方法

授業計画

回 担当教員 授業内容

1
本田靖
Yasushi Honda

2
沢宮容子
 Yoko Sawamiya

3
横山徹爾
Tetsuji Yokoyama

4
濱口佳和
Yoshikazu
Hamaguchi

5
庄司一子
Ichiko Shoji

ヒューマン･ケア科学基礎論Ⅰ
Lecture on Human Care Science I

1・2

講義

春A　　5月12日（土）、5月13日（日）

1

毎時間に課するレポートによる。
Report assignment of each topic

ヒューマン・ケア科学と環境保健学
Human care in environmental health

特に定めない
To be announced if any.

一般目標（GIO）
対人援助に関わる諸問題（対象の全人的理解、援助方法の策定と介入、そして対象の置かれている状況の
社会的制度的理解など）について、教育学、心理学、保健学の分野から交叉的かつ体系的に把握する。
The goal of this course is to obtain interdisciplinary and integrated comprehension on human care
issues (holistic understanding of subjects, programming of support and intervention, social and
institutional understanding of the situation, etc.) through the research field of education, psychology
and health sciences.

行動目標（SBO）
対人援助に関わる諸問題について教育学、心理学、保健学の観点から説明することができる。
Upon completion of this course, students will be able to explain human care issues from the
perspective of education, psychology and health sciences.

授業の到達目標

授業の概要

ヒューマン・ケア科学における生涯健康j学
Human care in helath promotion

発達臨床におけるヒューマン・ケア
Human care in clinical psychology for children

教育臨床におけるヒューマン・ケア
 Human care in educational and clinical psychology

心理臨床におけるヒューマン・ケア
Human care in the practice of clinical psychology



授業科目名 科目番号 02EU002

単位数
担当教員
(科目責任者)

斎藤 環,松田 ひとみ,欅田
尚樹,武田 文,水上 勝義

授業時間 研究室 D720

科目の種類
電話 又は
メールアドレス

3068
HHD02063@nifty.com

標準履修年次 オフィスアワー 授業前後にアポイントを取る

授業の到達目標

授業の概要

テキスト

参考図書

成績評価の方法

授業計画

回 担当教員 授業内容

1 斎藤環

2 松田ひとみ

3 欅田尚樹

4 武田文

5 水上勝義 ヒューマン・ケア科学と老年期のメンタルヘルス

ヒューマン・ケア科学とコミュニティ・ケア

ヒューマン・ケア科学と生活環境学

ヒューマン・ケア科学と健康社会学

ヒューマン・ケア科学と高齢者ケアリング学

授業ごとの課題の評価を平均する

対人援助に関わる諸問題について、高齢者ケアリング学、老年精神保健学、健康社会
学、社会精神保健学などの基礎を学び、現状について複数の視野から論じることができ
る。

対人援助に関わる諸問題について高齢者ケアリング学、老年精神保健学、健康社会
学、社会精神保健学などの立場から多面的に学ぶ。

特に定めない。

特に定めない。

ヒューマン・ケア科学基礎論Ⅱ

1･2年

講義

秋B　　 11月10日（土）、11月11日（日）

１単位



授業科目名 科目番号 02EU003

単位数 担当教員
市川 政雄,森田 展彰,田宮 菜奈
子,近藤 正英,徳田 克己

授業時間 研究室 D717

科目の種類 電話 masao@md.tsukuba.ac.jp

標準履修年次 オフィスアワー 要予約

テキスト
参考図書

成績評価の方法

授業計画

回 担当教員 授業内容

1
森田 展彰
Nobuaki Morita

2
森田 展彰
Nobuaki Morita

3
田宮菜奈子
Nanako Tamiya

4
田宮菜奈子
Nanako Tamiya

5
近藤 正英
Masahide Kondo

6
近藤 正英
Masahide Kondo

7
徳田　克己
Katsumi Tokuda

8
徳田　克己
Katsumi Tokuda

9
市川　政雄
Masao Ichikawa

10
市川　政雄
Masao Ichikawa

授業の到達目標

授業の概要

ヒューマン・ケア科学と社会精神保健学

ヒューマン・ケア科学としてのヘルスサービスリサーチ－その概念
Health Services Research within the Human Care Sciences: Basic concepts

 ヒューマン・ケア科学としてのヘルスサービスリサーチ
Health Services Research within the Human Care Sciences: Practice

ヒューマン・ケア科学と社会精神保健学

ヒューマン･ケア科学基礎論III
Lecture on Human Care Science III

1・2

講義

秋B　　12月15（土）,12月16日（日）

1

 ヒューマン・ケア科学の研究者に役立つ疫学的思考（２）
Epidemiological thinking for human care scientists. Part II

ヒューマン・ケア科学の研究者に役立つ疫学的思考（１）
Epidemiological thinking for human care scientists. Part I

物乞い障害者
Beggars with disabilities

自殺の話
Formula for suicide

特に定めない
To be announced if any.

対人援助に関わる諸問題をさまざまな学問分野から交差的かつ体系的に把握し、基礎的知識を得る。

This course aims to equip students with an understanding of human services through various
disciplines.

1. 対人援助の基本である対象の全人的理解について、社会医学・医療政策学の観点から論じることができ
る。
2. 援助方法の策定と介入について、社会医学・医療政策学の観点から論じることができる。
3. 対象の置かれている状況の社会的制度的理解と援助について、社会医学・医療政策学の観点から論じる
ことができる。

By the end of this course, students will be able:
1. To discuss the essentials of human services in light of social medicine and health policy.
2. To discuss human service planning and implementation in light of social medicine and health
policy.
3. To discuss human service system in light of social medicine and health policy.

授業の出席状況、授業中の発言及び課題に対するレポートの内容など、総合的に判断する。
Class attendance and active participation; report

経済学と保健医療政策
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ａｎｄ　Health Care Policy

経済学と保健医療政策
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ａｎｄ　Health Care Policy



授業科目名 科目番号 02EU004

単位数
担当教員
(科目責任者)

飯田 浩之,青木 佐奈枝,伊
藤 智子,河野 禎之

授業時間 研究室 総合研究棟D314

科目の種類
電話 又は
メールアドレス

hiroiida@human.tsukuba.ac.jp

標準履修年次 オフィスアワー 火曜日14時～16時

授業の到達目標

授業の概要

テキスト

参考図書

成績評価の方法

授業計画

回 担当教員 授業内容

１ 飯田浩之

２ 飯田浩之

３ 河野禎之

４ 河野禎之

５ 青木佐奈枝 

６ 青木佐奈枝 

７ 伊藤智子

８ 伊藤智子

「社会」を主軸に据えたヒューマン・ケア科学研究と社会調査（２）

出席状況と各担当教員出題のレポートにより評価する。

二次データを用いた疫学研究（１）

心理測定：QOL評価と認知症のアセスメント（２）

「社会」を主軸に据えたヒューマン・ケア科学研究と社会調査（１）

二次データを用いた疫学研究（１）

※授業は、90分を１コマとして実施する。
※4月6日（金）のオリエンテーションの出席を含む。

臨床心理学的方法論：支援と研究（１）

臨床心理学的方法論：支援と研究（１）

心理測定：QOL評価と認知症のアセスメント（１）

ヒューマン・ケア科学は学際的な領域であるために、関連する多様な分野の研究方法に
対する基礎的な理解が必要となる。本科目では、社会調査、心理測定、臨床心理学、疫
学にかかわる基本的な研究法について解説する。

特に定めない。

特に定めない。必要に応じて授業のなかで言及する。

ヒューマン・ケア科学方法論Ⅰ

1･2年

講義

春B　　　6月16日（土）、6月17日（日）

１単位

ヒューマン・ケア科学の今日的課題をさまざまな観点から論じ、探究することができるだ
けの研究方法上の視座を獲得する。



授業科目名 科目番号 02EU005

単位数 担当教員
岡本紀子,橋爪祐美,橋本佐
由理,水野 智美

授業時間 研究室 D512

科目の種類
電話 又は
　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 内3920

標準履修年次 オフィスアワー 金13：00～15：00

授業の到達目標

授業の概要

テキスト

参考図書

成績評価の方法

授業計画

回 担当教員 授業内容

第1回 橋爪祐美
第2回 橋爪祐美
第3回 岡本紀子
第4回 岡本紀子
第5回 水野智美
第6回 水野智美
第7回 橋本佐由理
第8回 橋本佐由理 健康行動科学のアプローチ（2）

特になし

バーンズ・グローブ著「看護研究入門」エルゼビア・ジャパン（2007）
曽根智史・湯浅資之・鳩野洋子「健康行動と健康教育」医学書院（2002）
小森・鈴木・橋本著「行動科学に基づく理論と技法　入門　健康カウンセリング」ヘルスカ
ウンセリングセンターインターナショナル（2005）
宗像恒次監修「カウンセリング医療と健康」金子書房（2004）
徳田克己・水野智美著「点字ブロック：日本発 視覚障害者が世界を安全に歩くために 」
福村出版（2011）

出席状況と各担当教員出題によるレポートにより評価する

高齢者看護・ケア学研究（3）
高齢者看護・ケア学研究（4）

高齢者看護・ケア学研究（1）
高齢者看護・ケア学研究（2）

健康行動科学のアプローチ（1）

バリアフリー研究（1）

ヒューマン・ケア科学　方法論Ⅱ

1・2年

講義

秋A 　10月13日（土）,10月14日（日）

1単位

バリアフリー研究（2）

ヒューマン・ケア科学に関する今日的課題をさまざまな観点から論じることができる。

ヒューマン・ケア科学は学際的な領域であるため、関連する多様な分野の研究方法に対
する基礎的な理解が必要となる。本科目では、高齢者ケアリング学、生活支援学、健康
行動科学、医療経済学にかかわる基本的な研究法について解説する。
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