
授業科目名 課題解決型データ分析論特講 1

科目番号 02JL001

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 春 C 火 7,8

担当教員 岡田 幸彦

授業概要 社会科学のデータ分析手法や研究デザインを学ぶ。特に、受講生の研究課題、問題意

識、保有データに対して適切な分析手法について、深い理解を得られるように、対話

形式で授業を進める。社会科学の実証分析手法は多様である。これらを適切に使いこ

なせるように、授業では典型的な実証研究論文を取り上げる予定である。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る (6/19のみ 554講義室使用)

授業形態 講義

学習目標 受講生が、自身の研究課題、問題意識、保有データに対して、社会科学の立場から適

切な実証研究計画を立てられるようになる。

授業計画 第 1 回経験的・実証的研究の役割と体系

第 2 回経験的・実証的研究とデータ分析

第 3 回量的データの分析

第 4 回質的データの分析

第 5 回確認型のデータ分析

第 6 回探索型のデータ分析

第 7 回パネルデータの分析

第 8 回実験データの分析

第 9 回実証研究計画プレゼンテーション

第 10 回複雑な因果メカニズムの分析にむけて

履修条件 統計学の入門書を理解していること

評価方法 出席 30%、プレゼンテーション 40%、レポート 30%

教科書 なし

参考書 授業中に適宜指定する

オフィスアワー 授業前後に行う

その他



Course Problem Solving Type Data Analysis Special Lecture 1

Course No. 02JL001

Credits 1.0Credits

Grade 1Year

Timetable SprC Tue7,8

Instructor Yukihiko Okada

Course Overview Problem Solving Type Data Analysis Special Lecture 1 looks at social science data

analysis techniques and research design methodology. A dialog-driven teaching

format is used to develop a deeper understanding of student research topics,

awareness of the issues, and how to identify the optimum analytical technique for

the available data. There are many different positive analysis techniques in the

social sciences, and students will examine a number of typical empirical research

papers in order to gain an understanding of how the techniques are used.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.

Course Type lectures

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 課題解決型データ分析論特講 2

科目番号 02JL002

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 秋 A 火 7,8

担当教員 岡田 幸彦

授業概要 世の中には、多様な社会データが存在している。これからの時代に利用可能な各種

データに対する最先端の解析技術・方法論を事例紹介するとともに、それらのスポー

ツウエルネス領域への応用可能性を議論する。なお、授業では、筑波大学サービス工

学ビッグデータ CoEの成果を取り上げることを中心に進める予定である。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る

授業形態 講義

学習目標 受講生が、最先端のデータ解析技術を把握し、スポーツウエルネス領域における課題

解決のための応用可能性を議論するとともに、解決すべき新たな課題を創発できるよ

うになる。

授業計画 第 1回 ビッグデータ時代の到来と技術革新

第 2回 ビッグデータ時代のデータサイエンス

第 3回 伝統的な 2次元データの解析

第 4回 時系列データの解析

第 5回 時空間データの解析

第 6回 アクセスログデータの解析

第 7回 テキストデータの解析

第 8回 音声データの解析

第 9回 生体データの解析

第 10回 画像データの解析

*第 3回以降の内容は、受講生の関心に合わせて変更する。

履修条件 課題解決型データ分析論特講 1を受講していること

評価方法 出席 50%、レポート 50%

教科書 なし

参考書 授業中に適宜指定する

オフィスアワー 授業前後に行う

その他



Course Problem Solving Type Data Analysis Special Lecture 2

Course No. 02JL002

Credits 1.0Credits

Grade 1Year

Timetable FallA Tue7,8

Instructor Yukihiko Okada

Course Overview There are many different types of ”social data” in existence. In Problem Solving

Type Data Analysis Special Lecture 2, students analyze case studies and examine

the latest analytical techniques and methodologies for the various types of data

that will be available in the future, and consider their feasibility in the sport and

wellness domain. A key focus will be on the work of the Tsukuba University

Center of Excellence in Big Data & Analytics for Service Engineering.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.

Course Type lectures

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 スポーツウエルネス研究演習 I

科目番号 02JL101

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 随時

担当教員 尾縣 貢, 菊 幸一, 久野 譜也, 水上 勝義, 山口 香, 柴田 愛, 髙橋 義雄, 橋本 佐由理

授業概要 スポーツウエルネス領域に関する研究及び課題解決型プロジェクトワークについて指

導教員を中核としてメンタ教員を含めての指導のもとに研究計画を立案し、研究テー

マの設定を行う。 中間報告会 Iに終日参加すること、および、研究テーマおよび研究

計画を発表する。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る

授業形態 演習

学習目標 博士論文の構成の輪郭を固めると同時に、課題解決型プロジェクトワークの具体化を

進める。

授業計画 1 正及び副指導教員 3 名とのディスカッションを 3 か月に 1 回、年 4 回 (8 コマ分)

行う。

2 中間報告会への参加及び発表 (2コマ分)

・研究計画を立案し、研究テーマの設定のための文献や資料の収集と検討

・中間報告会 Iへの参加

・中間報告会 Iにおける発表 (研究テーマおよび研究計画)

・中間報告会における指摘事項への対応に関するレポート作成

履修条件 特になし

評価方法 授業、中間報告会への参加、発表内容、及びレポート内容の総合評価

教科書 各担当教員よりガイド

参考書 各担当教員よりガイド

オフィスアワー 各担当教員よりガイド

その他



Course Sport and Wellness Seminar I

Course No. 02JL101

Credits 1.0Credits

Grade 1Year

Timetable Annual by request

Instructor Mitsugi Ogata, Koichi Kiku, Shinya Kuno, Katsuyoshi Mizukami, Kaori Yam-

aguchi, Ai Shibata, Yoshio Takahashi, Sayuri Hashimoto

Course Overview In Sport and Wellness Seminar I, students design a research program and select

research topics under the guidance of mentors and other teaching staff in relation

to research and problem-solving project work in the sport and wellness domain.

Students are required to be in attendance for the entire day at the intermediate

reporting session I to present their research programs and topics.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.

Course Type class exercises

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 スポーツウエルネス研究演習 II

科目番号 02JL102

単位数 1.0単位

標準履修年次 2年次

時間割 通年 随時

担当教員 尾縣 貢, 菊 幸一, 久野 譜也, 水上 勝義, 山口 香, 柴田 愛, 髙橋 義雄, 橋本 佐由理

授業概要 スポーツウエルネス領域に関する研究に、設定した各自の研究テーマに基づき、担当

教員の指導のもとに、研究を実施し、資料・データの解析、プレゼンテーションの方

法等について学ぶ。 中間報告会 IIに終日参加すること、および、研究進捗状況や構

想、データ収集および分析状況について発表する。 国際学会で 1回以上の発表を行

う (海外での調査研究等に代えることができる)。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る

授業形態 演習

学習目標 博士論文の中核となる研究を遂行し、その内容に関する考察力を高める。

授業計画 1 正及び副指導教員 3 名とのディスカッションを 3 か月に 1 回、年 4 回 (8 コマ分)

行う。

2 中間報告会への参加及び発表 (2コマ分)

・研究の実施、資料データの解析、プレゼンテーション法

・中間報告会 IIに終日参加

・中間報告会 IIにおける発表 (研究進捗状況や構想、データ収集および分析状況)

3 中間報告会及び国際学会における指摘事項への対応に関するレポートをそれぞれ作

成

履修条件 スポーツウエルネス研究演習 Iを履修済であること

評価方法 授業、中間報告会、国際学会への参加、発表内容、及びレポート内容等の総合評価

教科書 各担当教員よりガイド

参考書 各担当教員よりガイド

オフィスアワー 各担当教員よりガイド

その他



Course Sport and Wellness Seminar II

Course No. 02JL102

Credits 1.0Credits

Grade 2Year

Timetable Annual by request

Instructor Mitsugi Ogata, Koichi Kiku, Shinya Kuno, Katsuyoshi Mizukami, Kaori Yam-

aguchi, Ai Shibata, Yoshio Takahashi, Sayuri Hashimoto

Course Overview In Sport and Wellness Seminar II, students perform research on their chosen

research topic, analyze data and other materials and study presentation tech-

niques under the guidance of their instructor. Students are required to be in

attendance for the entire day at the intermediate reporting session II to present

progress reports on the research project as well as concepts, data collection and

analysis work. Students are expected to deliver at least one presentation at an

international conference, or alternatively conduct a research study in an overseas

jurisdiction.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.

Course Type class exercises

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 スポーツウエルネス研究演習 III

科目番号 02JL103

単位数 1.0単位

標準履修年次 3年次

時間割 通年 随時

担当教員 尾縣 貢, 菊 幸一, 久野 譜也, 水上 勝義, 山口 香, 柴田 愛, 髙橋 義雄, 橋本 佐由理

授業概要 スポーツウエルネス領域に関する研究に、設定した各自の研究テーマに基づき、担当

教員の指導のもとに、研究成果をまとめる。 国際学会で口頭発表を 1 回以上行う。

(海外での調査研究等に代えることができる)

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る

授業形態 演習

学習目標 博士論文合格できる取りまとめ力を身につける

授業計画 1 正及び副指導教員 3 名とのディスカッションを 3 か月に 1 回、年 4 回 (8 コマ分)

行う。

2 予備審査会で発表を行う。

履修条件 スポーツウエルネス研究演習 IIを履修済であること

評価方法 授業への積極性、国際学会への参加、発表内容等の総合評価

教科書 各担当教員よりガイド

参考書 各担当教員よりガイド

オフィスアワー 各担当教員よりガイド

その他



Course Sport and Wellness Seminar III

Course No. 02JL103

Credits 1.0Credits

Grade 3Year

Timetable Annual by request

Instructor Mitsugi Ogata, Koichi Kiku, Shinya Kuno, Katsuyoshi Mizukami, Kaori Yam-

aguchi, Ai Shibata, Yoshio Takahashi, Sayuri Hashimoto

Course Overview In Sport and Wellness Seminar III, students present their research findings on

the research they carried out in accordance with their research topic in the sport

and wellness domain under the guidance of their instructors. Students are ex-

pected to deliver at least one oral presentation at an international conference, or

alternatively conduct a research study in an overseas jurisdiction.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.

Course Type class exercises

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 課題解決型プロジェクトワーク

科目番号 02JL104

単位数 3.0単位

標準履修年次 1・2年次

時間割 通年 随時

担当教員 尾縣 貢, 菊 幸一, 久野 譜也, 水上 勝義, 山口 香, 柴田 愛, 髙橋 義雄, 橋本 佐由理

授業概要 スポーツウエルネス領域で学んだ知識や能力を実務に生かすための経験やトレーニン

グを行う。具体的には、スポーツウエルネス領域に関わる官庁、地方自治体、NPO、

民間等の機関などの実際の受け入れ現場において、課題設定を行い、その解決のため

のプロジェクトを実施する。 この授業では、事前計画 (実習テーマ設定、計画書の作

成、発表)、フィールドワーク、事後報告 (フィールドワーク報告書の作成、発表)の

3段階で実施する。。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る 平成 28年度入学者用

授業形態 講義、演習及び実習・実験・実技

学習目標 世界や日本におけるスポーツウエルネス領域リーダーとして、社会的問題や課題を解

決できる論理的・実践的能力を身に付ける

授業計画 1 事前計画期間 (1年次 4月から 2年次 9月まで)

・テーマ設定

・計画書作成

・テーマ設定審査会にて計画発表

2 プロジェクト実施期間 (1年次 10月から 3年次 5月)

・準備期間も含めて 3か月以上のプロジェクト実施

3 事後報告会期間 (1年次 2月から 3年次 9月)

・報告書作成

・プロジェクト実施報告会にて発表

履修条件 特になし

評価方法 計画書および発表、実習 (受入機関からの評価)、プロジェクト実施報告書および発表

より総合評価

教科書 各担当教員よりガイド

参考書 各担当教員よりガイド

オフィスアワー 各担当教員よりガイド

その他



Course Problem Solving Project Work

Course No. 02JL104

Credits 3.0Credits

Grade 1, 2Year

Timetable Annual by request

Instructor Mitsugi Ogata, Koichi Kiku, Shinya Kuno, Katsuyoshi Mizukami, Kaori Yam-

aguchi, Ai Shibata, Yoshio Takahashi, Sayuri Hashimoto

Course Overview Problem Solving Project Work involves experiments and training exercises de-

signed to consolidate recently acquired theoretical knowledge and skills in the

sport and wellness domain. Students identify issues to be addressed and design

projects to address those issues in an actual trainee workplace, typically in govern-

ment (national or local level), NPOs and private industry organizations. Problem

Solving Project Work is divided into three phases: the pre-planning phase, which

includes selecting topics and formulating and presenting the program; fieldwork,

which typically lasts for three months or more, including the preliminary period;

and reporting, which includes writing and presenting the fieldwork report.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.For

those enrolled in 2016.

Course Type lectures, class exer

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 課題解決型プロジェクトワーク I

科目番号 02JL105

単位数 1.0単位

標準履修年次 1年次

時間割 通年 随時

担当教員 尾縣 貢, 菊 幸一, 久野 譜也, 水上 勝義, 山口 香, 柴田 愛, 髙橋 義雄, 橋本 佐由理

授業概要 スポーツウエルネス領域で学んだ知識や能力を実務に生かすための経験やトレーニン

グを行う。具体的には、スポーツウエルネス領域に関わる官庁、地方自治体、NPO、

民間等の機関などの実際の受け入れ現場において、課題設定を行い、その解決のため

のプロジェクトを実施する。 この授業では、事前計画 (実習テーマ設定、計画書の作

成、発表)を行う。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る 平成 29年度以降入学者用

授業形態 講義、演習及び実習・実験・実技

学習目標 世界や日本におけるスポーツウエルネス領域リーダーとして、社会的問題や課題を解

決できる論理的・実践的能力を身に付ける。

授業計画 事前計画 (1年次 4月˜2年次 9月まで)

・テーマ設定

・計画書作成

・テーマ設定審査会にて計画発表

履修条件 特になし

評価方法 計画書および発表より総合評価

教科書 各教員よりガイド

参考書 同上

オフィスアワー 同上

その他



Course Problem Solving Project Work I

Course No. 02JL105

Credits 1.0Credits

Grade 1Year

Timetable Annual by request

Instructor Mitsugi Ogata, Koichi Kiku, Shinya Kuno, Katsuyoshi Mizukami, Kaori Yam-

aguchi, Ai Shibata, Yoshio Takahashi, Sayuri Hashimoto

Course Overview Problem Solving Project Work I involves experiments and training exercises de-

signed to consolidate recently acquired theoretical knowledge and skills in the

sport and wellness domain. Students identify issues to be addressed and design

projects to address those issues in an actual trainee workplace, typically in gov-

ernment (national or local level), NPOs and private industry organizations. In

Problem Solving Project Work I,students complete the pre-planning phase, which

includes selecting topics and formulating and presenting the program.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.For

those enrolled in 2017 and after.

Course Type lectures, class exer

Course Schedule

Textbooks

References

Office Hour

Key Word



授業科目名 課題解決型プロジェクトワーク II

科目番号 02JL106

単位数 2.0単位

標準履修年次 2・3年次

時間割 通年 随時

担当教員 尾縣 貢, 菊 幸一, 久野 譜也, 水上 勝義, 山口 香, 柴田 愛, 髙橋 義雄, 橋本 佐由理

授業概要 スポーツウエルネス領域で学んだ知識や能力を実務に生かすための経験やトレーニン

グを行う。具体的には、スポーツウエルネス領域に関わる官庁、地方自治体、NPO、

民間等の機関などの実際の受け入れ現場において、課題設定を行い、その解決のため

のプロジェクトを実施する。 この授業では、フィールドワーク、事後報告 (フィール

ドワーク報告書の作成、発表) を行う。事後報告では、フィールドワーク実施内容、

実施中に生じた問題点などに対する解決策を提示、新たな問題提起、大学院で学習し

た理論・議論の再構築等に関する考察及び発表を行う。

備考 受講はスポーツウエルネス学位プログラムの学生に限る 平成 29年度以降入学者用

授業形態 講義、演習及び実習・実験・実技

学習目標 世界や日本におけるスポーツウエルネス領域リーダーとして、社会的問題や課題を解

決できる論理的・実践的能力を身に付ける

授業計画 1プロジェクト実施期間 (1年次 10月˜3年次 5月)

・準備期間も含めて 3か月以上のプロジェクト実施

2事後報告会期間 (1年次 2月˜3年次 9月)

・報告書作成

・プロジェクト実施報告会にて発表

履修条件 課題解決型プロジェクトワーク Iを履修済又は履修中であること

評価方法 実習 (受入機関からの評価)、プロジェクト実施報告書および発表より総合評価

教科書 各担当教員よりガイド

参考書 同上

オフィスアワー 同上

その他



Course Problem Solving Project Work II

Course No. 02JL106

Credits 2.0Credits

Grade 2, 3Year

Timetable Annual by request

Instructor Mitsugi Ogata, Koichi Kiku, Shinya Kuno, Katsuyoshi Mizukami, Kaori Yam-

aguchi, Ai Shibata, Yoshio Takahashi, Sayuri Hashimoto

Course Overview Problem Solving Project Work II involves experiments and training exercises de-

signed to consolidate recently acquired theoretical knowledge and skills in the

sport and wellness domain. Students identify issues to be addressed and de-

sign projects to address those issues in an actual trainee workplace, typically in

government (national or local level), NPOs and private industry organizations.

Problem Solving Project Work II is divided into two phases: fieldwork, which

typically lasts for three months or more, including the preliminary period; and

reporting, which includes writing and presenting the fieldwork report.

Remarks Eligibility is restricted to students enrolled in Sport Wellness degree programs.For

those enrolled in 2017 and after.
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