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看 001 基礎教養ゼミ（小池洋子）. 

科目名 基礎教養ゼミ（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB001 

英文名 Freshman Seminar （FYE） 講義形態 講義 
担当教員 小池洋子 安野朝子 渡邉秀臣 
科目に関連した 
実務経験 病院緒看護部長、県の看護行政職として勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

看護大学初年度生として、学習方法や大学生活の心得・方法を身につけ、さらに看護を学ぶことへ

のモチベーションを高める。 

到達目標 

１． 大学生としての生活のあり方や社会一般のマナーを理解し、実践できる。 
２． 大学での自主的な学び方、求められる学士力・社会人基礎力について理解し、実践できる。 
３． 医療現場や医療専門職種について学び、多職種と協働するイメージを持つ。■ 
４． 看護職としての基本的態度・姿勢について理解し、自身のキャリアデザインについて考察する。

■ 

評価方法 講義や演習、見学実習への参加度を 40％、課題レポート評価 60％とし、総合 60％以上で合格と

する。 

使用教材 
「看護学生のためのよくわかる大学での学び方第 2 版」前原澄子他監修・金芳堂・2018 年・2400
円 
必要時資料を配布する 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

毎回の振り返り・感想カードに対するコメントを次回の授業初めに行う。提出レポートに適宜コメント

して返す。 
オフィスアワー 
（研究室） 火曜日３・４限 （5 号館 412 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） koike-y#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 大学での学び方、意義 教養とは 
該当到達目標 予習 履修ガイド、学生生活ハンドブックを読んでくる。 1.5 時間 

1,2 復習 自身の履修登録の仕方、学習方法を考える。 
社会の中の大学生として、自身の生活について考える。 1.5 時間 

2 

講義内容 スチューデントスキル：対人関係スキル、ストレス対処スキル、日々の健康管理 
該当到達目標 予習 テキスト P108～139、P154 ～158 を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3 復習 対人関係スキル、ストレス対処スキルの内容を整理する。 
しこの健康管理方法を見直す。 1.5 時間 

3 

講義内容 スタディスキル①：情報リテラシー、図書館の使い方と文献検索方法 

該当到達目標 予習 テキスト P20～35 および学生生活ハンドブック「ソーシャルメディア利用に関

する留意事項」を読んでくる。 1  時間 

1,2,3,4 復習 図書館において文献検索を行う。 2 時間 

4 
講義内容 スタディスキル②：文章の読み方・書き方 
該当到達目標 予習 テキスト P36～47 を読んでくる。 1. 時間 

2 復習 課題に取り組む。 2 時間 

5 
講義内容 スタディスキル③：レポートの書き方 
該当到達目標 予習 テキスト P59～72 を読んでくる。 1 時間 

2 復習 レポートを書く。 2 時間 
6 講義内容 日本の医療の現状 
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該当到達目標 予習 話題となっている「医療に関する情報」を調べておく。 1.5 時間 
3,4 復習 日本の医療の現状について自分の考えをまとめる。 1.5 時間 

7 
講義内容 看護の歴史 
該当到達目標 予習 事前に配布する資料を読んでくる。 2 時間 

3,4 復習 看護の歴史について整理する。 1 時間 

8 
講義内容 看護職に求められる倫理的感受性 
該当到達目標 予習 テキスト P159 ～169 を読んでくる。 1.5 時間 

3,4 復習 看護職が高い倫理観を求められる理由についてまとめる。 1.5 時間 

9 

講義内容 看護職を取り巻く諸制度 保健師助産師看護師法 ■ 

該当到達目標 予習 高校までに学習した日本の法制度を復習しておく（憲法・政令・省令・条例とは

何か等） 1.5 時間 

3,4 復習 看護職に関わる法的規定を整理する。 1.5 時間 

10 
講義内容 キャリアデザイン：キャリアデザインとは、看護キャリア■ 
該当到達目標 予習 テキスト P170～196 を読んでくる。 1 時間 

2,3,4 復習 自身のキャリアデザインを考える。ポートフォーリオを作成する。 2 時間 

11 
講義内容 看護職が従事する場 ／早期体験学習の事前学習  
該当到達目標 予習 看護職が従事している場所を調べる。 1.5 時間 

3,4 復習 体験先の概要を整理し、現場で確認することをまとめる。 1.5 時間 

12 
講義内容 早期体験学習（病院見学） 
該当到達目標 予習 見学のポイント、質問項目をグループ内で共有する。 1.5 時間 

3,4 復習 見学施設の概要をまとめる。 1.5 時間 

13 
講義内容 早期体験学習（病院見学） 
該当到達目標 予習 見学施設の概要をまとめる。 1.5 時間 

3,4 復習 見学内容、質問の回答、学んだことについて整理する。 1.5 時間 

14 
講義内容 早期体験学習の振り返り（グループワーク） 
該当到達目標 予習 見学内容、質問の回答、学んだことについて整理する。 1.5 時間 

3,4 復習 見学から学んだことを整理する。 1.5 時間 

15 
講義内容 早期体験学習のまとめ 全体のまとめ 
該当到達目標 予習 見学で学んだことについて、グループで情報共有しておく。 1.5 時間 

2,3,4 復習 看護職を目指す大学生としての自分の課題と目標を整理する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

・１５回を 3 ブロックに分け、１～５回は「学び方と学ぶ姿勢」、６～１１回は「医療・看護の理解とキャリアデザイン」、

１２～１５回は「医療現場の理解」として科目構成をしている。１～１１回は講義と個人課題の実施が中心となり、１２

～１５回は病院での見学実習を行う。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 002 日本語表現法（武藤洋一）. 

科目名 日本語表現法（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB002 

英文名 Japanese expression method 講義形態 講義 
担当教員 武藤 洋一 
科目に関連した 
実務経験 記者として上毛新聞社に勤務。記事全般、コラムを執筆。 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力と問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

日本人の極端な日本語能力低下が問題視される中で、「書き言葉」の表現力を向上させるため

に、まず自分の考えをまとめ、書くに至るプロセスを理解する。次に日本語の基礎知識の把握と、生

じやすい表現上のミスを具体的に認識し、自分の考えをいかに文章化するかを修得する。同時に他

者の考えを、発言や文面から把握するとともに、その内容に対する自分の意見を構築、交換、指摘

する機会を設け、学士力向上を図る。 
現代人がよく間違える慣用句や文章表現について、毎回実例を示しながら説明する。また、高校

までに学ぶ機会が少なかったと思われる四字熟語・ことわざなどを、講義時間の一部を使って説明

する。小論文を「書く→添削→返却」を 3 回程度実施する。 

到達目標 

1.自分の「考え」をまとめ、意思表示できる。 
2.日本語の基礎知識を表現・文法・語彙の三側面から確認し、理解できる。 
3.日本語表現の基本的ミスを確認し、理解できる。■ 
4.文章の組み立て方を理解し、習得できる。 
5.日本語表現的に正確な文章が書けるようにする。■ 

評価方法 筆記試験（80％）・授業参加度（20％）によって総合的に評価する。評価方法の基準は講義時に通

達する。 
使用教材 担当教員作成のプリント。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

提出した文章の欠点・修正点を謙虚に捉え、新たな文章作成の場に生かし、文章力向上に挑戦す

る。 
オフィスアワー 
（研究室） 授業の前後 1～2 時間。 メールアドレス 

（＃→＠） 連絡手段は授業時に説明する。 

1 
講義内容 原稿用紙の書き方（実際に執筆する）■ 
該当到達目標 予習 400 字詰め原稿用紙の使い方 1.5 時間 

1 復習 カッコや句読点の書き方 その日の出来事を原稿用紙に書いてみる 1.5 時間 

2 
講義内容 日常生活の心掛け 小テスト（漢字の特殊読み） 
該当到達目標 予習 社会の変動に関心を持つ 1.5 時間 

1,4 復習 活字を読む習慣を身に付けるにはどうすべきか考える 1.5 時間 

3 
講義内容 三段論法と逆三角形■ 小テスト(書けそうで書けない漢字) 
該当到達目標 予習 新聞記事を段落ごとに考えながら読む(新聞は図書館にある) 1.5 時間 

2,4 復習 新聞記事を「逆三角形」を意識しながら熟読する 1.5 時間 

4 
講義内容 文章をうまく見せる 3 カ条■ 小テスト(同音異義語) 
該当到達目標 予習 1 回目に書いた文章を見直す 1.5 時間 

2,4 復習 1 回目に書いた文章を書き直してみる 1.5 時間 

5 
講義内容 主語と述語■ 小テスト（四字熟語ことわざ①） 
該当到達目標 予習 テキストをチェックしておく 1.5 時間 

2,3 復習 テキストの悪文例を正しく直す 1.5 時間 
6 講義内容 小論文執筆（複数のテーマから 1 つを選んで書く） 
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該当到達目標 予習 4 回目のプリントチェック 1.5 時間 
1,2,3 復習 書き足りなかったことがないか 1.5 時間 

7 
講義内容 修飾語■ 俳句 小テスト（間違い探し①） 
該当到達目標 予習 文章はリズムが大切 俳句を作ってみる 1.5 時間 

2,4 復習 プリントの悪文例を見直す 1.5 時間 

8 
講義内容 話し言葉と書き言葉■ 小テスト（四字熟語ことわざ②） 
該当到達目標 予習 「ら」抜き言葉の長所短所 1.5 時間 

2,3 復習 話し言葉を書き言葉にしてみる 1.5 時間 

9 
講義内容 手紙を書く 
該当到達目標 予習 誰宛に書くか、何を書くか準備する 1.5 時間 

1,4 復習 授業で書いたほかにも書いてみる 1.5 時間 

10 
講義内容 センテンスは短く■ 小テスト（同義語反対語） 
該当到達目標 予習 新聞のコラムを読む 1.5 時間 

3,4 復習 悪文例を直す 1.5 時間 

11 
講義内容 小論文執筆（同じ形容詞や動詞を何度も使わないように）■ 
該当到達目標 予習 4 回目、7 回目のプリント見直し 1.5 時間 

1,2,3 復習 別のテーマで書いてみる 1.5 時間 

12 
講義内容 敬語 小テスト（四字熟語ことわざ③） 
該当到達目標 予習 敬語の種類を調べる 1.5 時間 

3,4 復習 プリントの問題を解く 1.5 時間 

13 
講義内容 推敲■ 小テスト（間違い探し②） 
該当到達目標 予習 書籍、新聞を声に出して読む 1.5 時間 

2,4,5 復習 自分の文章を直してみる 1.5 時間 

14 
講義内容 小論文執筆（小論文のテーマに沿ってタイトルを自分で書く）■ 
該当到達目標 予習 社会問題を考える 1.5 時間 

1,2,3 復習 別のテーマで書いてみる 1.5 時間 

15 
講義内容 覚えておきたい短詩と台詞 
該当到達目標 予習 知っている俳句短歌を思い出してみる 1.5 時間 

3,4,5 復習 声に出して読んでおく 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 ■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 003 日本国憲法（新田浩司）. 

科目名 日本国憲法（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB003 

英文名 Japanese Constitution 講義形態 講義 
担当教員 新田浩司 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

法規範は、強制力を持つ社会規範であり、憲法は最も重要な法規範である。憲法は国家の根本法ない

しは最高法規であり、国家の組織や構造並びに国民の人権を保障する。講義では、この憲法について

学ぶ。 

到達目標 

1.国家がどのように成立しているか、憲法の各条規は、社会において具体的に生きているのか、等につ

いて理解を深める。 

2.一般国民も、裁判員制度が始まり、憲法を初め様々な法律に触れる機会が増えているので、憲法や各

種の法律の理解を深めることを目標とする。 
評価方法 出席状況及び試験成績により評価する（内訳は、出席状況が 30％、定期試験 70％） 
使用教材 名雪健二編著『公法基礎入門〔改訂増補版〕』八千代出版 ２４００円＋税 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 小テスト実施した場合、評価の上返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠）  

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

2 
講義内容 憲法の基礎知識 (1) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

3 
講義内容 憲法の基礎知識 (2) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

4 
講義内容 憲法の基礎知識 (3) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

5 
講義内容 日本国憲法の制定過程 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

6 
講義内容 日本国憲法の基本原理 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

7 講義内容 国家の安全保障 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 
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1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

8 
講義内容 精神的自由権 (1) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

9 
講義内容 精神的自由権 (2) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

10 
講義内容 経済的自由権 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

11 
講義内容 社会権 (1) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

12 
講義内容 社会権 (2) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

13 
講義内容 参政権・国務請求権 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

14 
講義内容 統治機関 (1) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

15 
講義内容 統治機関 （2) 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書及び配布資料を参照しながら講義ノートを完成させる。全講義のまとめ。 1 時間 
合計時間（予習・復習） 30 時間 

備考 

授業はパワーポイントのスライドをもとに説明を行いながら進める。 

最後に理解度確認のための小テストを行う。 

授業中の私語は厳禁｡出席票の代筆厳禁｡ 

予習・復習について、試験前後の学習にて補完すること。 
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看 004 法学（新田浩司）. 

科目名 法学 （教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB004 

英文名 Law 講義形態 講義 
担当教員 新田 浩司 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 ・ 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

社会のルールである法は、我々が生活する上で不可欠であり、我々が社会人として身につけるべき

能力である法的思考（リーガル・マインド）を身に着けることが目標です。 
【授業期間全体を通じた授業の進め方】 
授業はパワーポイントのスライドをもとに説明を行いながら進める。最後に理解度確認のための小

テストを行う。 

到達目標 1.社会における法規範の意義について理解する。 
2.法的思考を身につけることにより、社会における様々な問題を法的に分析できるようになる。 

評価方法 出席状況及び試験成績により評価する（内訳は、出席状況が 30％、定期試験 70％） 
使用教材 名雪健二編著『公法基礎入門』八千代出版 ２４００円＋税 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 小テスト実施した場合、評価の上返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 金曜 4 限 メールアドレス 

（＃→＠）  

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 教科書を事前に読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 配布資料と教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

2 
講義内容 第 1 章 法と法学 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

3 
講義内容 第 2 章 法と国家 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

4 
講義内容 第 3 章 法と他の社会規範との関係 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

5 
講義内容 第 4 章 法の目的 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

6 
講義内容 第 5 章 法の構造 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

7 
講義内容 第 6 章 法の淵源 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 
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8 
講義内容 第 7 章 法の分類 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

9 
講義内容 第 8 章 法の解釈 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

10 
講義内容 第 9 章 法の適用―法が適用される事実、法を適用する機関 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

11 
講義内容 第 10 章 法の効力 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

12 
講義内容 第 11 章 権利と義務 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

13 
講義内容 まとめ(1) 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

14 
講義内容 まとめ(2) 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 

15 
講義内容 まとめ(3) 
該当到達目標 予習 指定した教科書の該当箇所を読んでおくこと。 1 時間 

1,2 復習 教科書を参照しながら講義ノートを完成させる。 1 時間 
合計時間（予習・復習） 30 時間 

備考 授業中の私語は厳禁｡出席票の代筆厳禁。 
予習・復習については、試験前後の学習にて補完すること。 
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看 005 経済学（町田修三）. 

科目名 経済学（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB005 

英文名 Economics 講義形態 講義 
担当教員 町田 修三 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

経済に関する知識は一般社会や国際社会において極めて重要であるものの、多くの学生は十分な知識

を持っていない。選挙権が与えられても経済知識なしで投票に行くのは危険である。この講義では身近

なトピックを通して基礎的経済の知識を習得し、国内外の社会のメカニズムや流れを理解できるようにな

ることを目的とする。レベルとしては、新聞やテレビのニュースがしっかりと理解できるようになることを想

定している。また、医療分野を専攻する学生にとっては、医療の経済面からの考察も講義に取り入れる

ので参考にして理解を深めてほしい。 

授業開始時に学生から出された質問・疑問に答えながら、前回の復習をする。授業中はクイズをはじめ

とした問いかけを多く出し、可能な限りアクティブラーニングの導入を試みる。 

到達目標 

1.日本の経済の現状を説明できる 

2.需要と供給、市場メカニズムについて理解を深め、概説できる 

3.景気や GDP について理解を深め、概説できる 

4.国の予算や税金制度について説明できる 

5.お金の流れや物価変動について説明できる 

6.経済政策について理解を深め、他者に説明できる 

7.為替レートの変動と貿易の実態について概説できる 

8.新聞やテレビのニュースが理解でき、他者に解説できる 

評価方法 
学期末試験 80％、毎回の授業の最後に提出するコメントカード、その他の提出物（クイズ、小レポートな

ど）20％ 
使用教材 必修テキストはない。講義では毎回資料、データを配布する。 
参考文献 推薦テキストは多数あるので、講義の中で必要に応じて紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

コメントカードに記載された質問事項、疑問点等に関しては、次回の講義で回答する。クイズについても

次回の講義で解説する。小レポートにはコメントを付して返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日 4 限目、金曜日 2 限目 

研究室：1 号館 6 階 603 
メールアドレス 
（＃→＠） machida#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 イントロダクション（一部 AL[アクティブラーニング]実施） 
該当到達目標 予習 シラバスを熟読し、講義の概要や目標を理解しておく 1 時間 

8 復習 ニュースに触れる習慣（新聞、テレビ、ネット）を開始する 1 時間 

2 
講義内容 日本経済の流れ（世界との比較のなかで） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 
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3 
講義内容 経済政策の 2 大潮流―マーケット or ケインズ（一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

4 
講義内容 需要と供給（需要曲線の意味） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

2,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

5 
講義内容 市場メカニズムと価格（どうして水よりもダイヤモンドのほうが高いんだろう？） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

2,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

6 
講義内容 価格の変動（どうして缶コーヒーやペットボトルのお茶は、どれも同じ値段なんだろう？） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

2,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

7 
講義内容 国民所得Ⅰ（国の経済力はどう測るんだろう？GDP って何？） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,3,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

8 
講義内容 国民所得Ⅱ（あなたが 1 万円使うと GDP はいくら増える？）（一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,3,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

9 
講義内容 財政（日本の借金は大丈夫？消費税は何％に？） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,4,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

10 
講義内容 景気と失業（不景気で学生の就職はどうなる？）（一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,3,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

11 
講義内容 金融（日本銀行は何をするところ？）（一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,5,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

12 
講義内容 経済政策のしくみ（アベノミクスは何をした？） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,6,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

13 
講義内容 為替レートのメカニズム（円高、円安ってどうして起こるの？） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,7,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

14 
講義内容 世界と日本（日本の貿易は黒字？赤字？）（一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料、データに目を通しておく 1 時間 

1,7,8 復習 講義内容の再理解と、新聞・テレビのニュースを自主学習 1.5 時間 

15 

講義内容 まとめと確認のためのテスト 
該当到達目標 予習 これまで学習した事項について目を通し、理解を深めておく 3 時間 

1,2,3,4,5,6,
7,8 復習 期末試験の出題意図、講義の理解度の再確認と今後の学習の方向性を考える 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 39 時間 
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備考 
AL（アクティブラーニング）は、クローズドクエスチョン、オープンクエスチョン、ペアワーク、グループワークなど。 

記載した予習・復習時間に加え、自主的な学修（推薦テキストの講読、新聞・雑誌の経済記事講読等）により、必要

な学修時間を各自で補完すること。 
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看 006 社会学（安達正嗣）. 

科目名 社会学（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB006 

英文名 Sociology 講義形態 講義 
担当教員 安達 正嗣 

科目に関連した 
実務経験 

兵庫県庁の家庭問題研究所において 3 年間、研究員ならびに主任研究員として兵庫県の各市町

村で家族・高齢者・福祉調査を実施し調査資料を作成することによって、各課への政策提言をおこ

なった。 
学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

社会学的なものの見方とは、どういうものなのか、社会学的にものを考えるときに使用する専門

的概念・用語には、どのようなものがあるのかなどといった社会学の基本の理解を目指す。使用教

材を中心にしながら、日常の具体的な事例から解説することによって、基本的な社会学の考え方を

身につける。 
毎回、講義後にリプライペーパーを受講生に配布して、その回の講義内容と質問・意見を記入し

てもらい、次回には質問・意見に答えながら、前回の講義を振り返り理解を定着化させてから、講義

をおこなう。 

到達目標 

（1）大学生として社会学の基本的な考え方を身につけることができる。 
（2）社会学を通じて、豊かな人間性と倫理観を身につけることができる。 
（3）日常の人間関係を理解することによって、コミュニケーション能力を身につける。 
（4）社会の仕組みを理解して、現代社会における自分自身の立ち位置を知ることができる。 
（5）現代社会の社会問題を認識して、その解決を探る能力を身につけることができる。■ 

評価方法 平常点（毎回提出してもらうリプライペーパーについては、第 1 回目の講義で説明します）50％、学

期末試験 50％です。 
使用教材 篠原清夫・栗田真樹編著『大学生のための社会学入門』晃洋書房 
参考文献 講義中に、適宜指示する。 

課題に対する 
フィードバック 

各受講生の提出したリプライペーパーに書かれた質問、意見、要望などに対して、つぎの講義の前

に答える。場合によっては、担当教員と受講生、あるいは受講生同士のディスカッションをおこなうこ

とを通じて、社会学の理解を深める。 
オフィスアワー 
（研究室） 火曜日 5 限・6 限 メールアドレス 

（＃→＠） adachi-m#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 オリエンテーション、第 1 章社会学とは何か（1～12 頁）について解説する。 
該当到達目標 予習 第 1 章を読んでおくこと。1 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 第 1 章の内容を理解しておくこと。9 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

2 
講義内容 第 2 章社会を観察する方法（13～24 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 2 章を読んで、13 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3 復習 第 2 章の内容を理解し、22 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

3 
講義内容 第 3 章社会で活きる「私」（25～35 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 3 章を読んで、25 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3 復習 第 3 章の内容を理解し、34 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

4 
講義内容 第 4 章変容する家族のかたち（36～47 頁）を解説する。実務で得た調査結果を提示する。■ 
該当到達目標 予習 第 4 章を読んで、36 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3 復習 第 4 章の内容を理解し、47 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

5 講義内容 第 5 章性の多様なあり方を考える（48～59 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 5 章を読んで、48 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 
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1,2,3 復習 第 5 章の内容を理解し、57 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

6 
講義内容 第 6 章「現実を生きる」ための社会学―労働・産業・消費―（60～72 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 6 章を読んで、60 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 第 6 章の内容を理解し、70 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

7 
講義内容 第 7 章日本で進展する環境・災害社会学（73～86 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 7 章を読んで、73 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 第 7 章の内容を理解し、84 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

8 
講義内容 第 8 章社会学から医療を見つめる（87～97 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 8 章を読んで、87 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 第 8 章の内容を理解し、96 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

9 
講義内容 第 9 章社会学は教育とどう向き合うのか（98～109 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 9 章を読んで、98 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 第 9 章の内容を理解し、108 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

10 
講義内容 第 10 章逸脱行動と社会問題（110～121 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 10 章を読んで、110 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 第 10 章の内容を理解し、119 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

11 
講義内容 第 11 章「格差」の社会学（122～134 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 11 章を読んで、122 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 第 11 章の内容を理解し、132 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

12 
講義内容 第 12 章生活空間としての地域社会（135～149 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 12 章を読んで、135 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 第 12 章の内容を理解し、144 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

13 
講義内容 第 13 章グローバル社会とエスニシティ（150～162 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 13 章を読んで、150 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 第 13 章の内容を理解し、162 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

14 
講義内容 第 14 章宗教から社会を捉える（163～176 頁）を解説する。 
該当到達目標 予習 第 14 章を読んで、163 頁の予習課題をしておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 第 14 章の内容を理解し、173 頁の課題をしておくこと。 1.5 時間 

15 
講義内容 全講義を振り返り、社会学の考え方についてまとめる。 
該当到達目標 予習 教科書とノートを読み直して、全講義の理解の確認をしておくこと。 3 時間 

1,2,3,4,5 復習 全講義の内容と概念について、再確認をしておくこと。 3 時間 
合計時間（予習・復習） 48 時間 

備考 
各受講生が、毎回の講義内容を自分自身の身近な具体的な状況のなかで理解することによって、社会学の考え

方を深めることができるので、そうした観点から意欲的に講義に臨んでほしい。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 

  



14 
 

 
看 007 生涯健康論（渡邊秀臣）. 

科目名 生涯健康論（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB007 

英文名 Lifelong Health Theory 講義形態 講義 
担当教員 渡邊秀臣、五十嵐 康、蒲 章則 
科目に関連した 
実務経験 非常勤医師（整形外科医）として病院に勤務 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

生涯を幸せで豊かに過ごすための基本は健康である。日本人は世界有数の長寿を誇っているが、自立

して生活を送る健康寿命は、平均寿命より約 10 年も短い。本講義では、健康寿命の延伸に向けて生涯

にわたる健康維持・管理について理解し、人々の健康寿命延伸に健康支援チームの一員として参加で

きる基礎知識を身に着けることを目的としている。 

到達目標 

1.健康の定義と集団の健康評価指標を理解する。■ 

2.個体の健康を維持するため生体の調節機構について理解する。■ 

3.環境・生活習慣の変容と疾病発症の関連について理解する。■ 

4.健康寿命延伸にむけた取り組みについて理解する。■ 

評価方法 授業参加度（課題に対する回答等）およびレポート：60 点、期末試験：40 点で総合 60 点以上を合格とす

る。 

使用教材 
テキストは使用せず、配布資料及び視聴覚資料を使用する。 

参考書として、厚生統計協会刊の「国民衛生の動向」を利用する。  
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートに対しコメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

（金）12：30～13：00 13：30～14：30  

研究室 4 号館 2 階学部長室 
メールアドレス 
（＃→＠） 未@takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 

健康の定義と健康評価指標（渡邊） 

WHO の提唱した健康の定義を知る｡集団の健康評価の指標として最もよく使われるのが平均寿命であ

るが､寿命には､<平均寿命>､<平均余命>､<健康寿命>､<最長寿命>などの呼び方があり､現在の日本で

重要なのは､健康寿命であることを理解する｡■ 
該当到達目標 予習 「国民衛生の動向」より健康評価諸指標の年代推移を把握する。 1.5 時間 

1 復習 健康の定義と健康評価指標の理解を深める。 1.5 時間 

2 
講義内容 

健康を維持するための食物と物質代謝（五十嵐） 

食物（栄養素）は健康に欠かすことのできないエネルギー源である。その物質代謝（同化・異化作用）に

関わる体の構造とその働きを理解しながら健康維持について学習する。 
該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書で該当部分を学習する。 1.5 時間 

2 復習 食物のエネルギー代謝と健康について理解する 1.5 時間 

3 講義内容 

恒常性維持機構の役割と相互作用（五十嵐） 

生体には様々な生理機能をバランスよく正常に機能・維持するための調節機構、すなわち「恒常性維持

機構（ホメオスタシス）」が備わっている。このシステムは主に神経系、内分泌系及び免疫系で構成され

る。また、食物の消化・吸収を担う腸管では細菌の侵入を防ぐ恒常性機構が働いている。これらの様々

な維持機構の働きと相互作用について学習する 

該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書で該当部分を学習する。 1.5 時間 
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2 復習 生体の恒常性機構と健康維持の関係を理解する。 1.5 時間 

4 

講義内容 

運動と健康（渡邊） 

運動には､健康維持のための恒常性維持システムを正常に働かせるための運動と筋力を鍛えるための

運動がある｡ここでは､恒常性維持のための運動とその役割及び自立生活を支え､健康寿命を延ばすた

めの筋力を鍛える運動について理解する｡■ 
該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書及び「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 健康維持における運動の生理学的意義と健康寿命延伸に向けた運動について

理解する｡ 1.5 時間 

5 
講義内容 

喫煙による健康障害（渡邊） 

たばこが、発がん性だけでなく、血液循環障害や一酸化炭素中毒などの＜喫煙と健康障害＞のメカニズ

ムについて理解する。＜受動喫煙の影響＞についても考える。■ 
該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書及び「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 喫煙とその健康障害及び健康障害の機序を理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 

生活習慣病の起因となる肥満（五十嵐） 

肥満は原因により原発性肥満（エネルギー摂取過多など）と二次性肥満（性腺機能低下など）に分けられ

るが、いずれも高血圧、糖代謝異常、脂質代謝異常などの代謝障害の基盤となり、虚血性心疾患や脳

血管障害などの動脈硬化性疾患を発症する危険因子となる。それらの起因となる肥満の発症と予防に

ついて学習する。 
該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書及び「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 肥満とメタボリックシンドロームの病態と対策を理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 

生活習慣病の危険因子としての糖尿病（五十嵐） 

2 型糖尿病（インスリン抵抗性糖尿病）は、冠状動脈や脳動脈の動脈硬化、さらには腎障害、視力障害

及び神経障害の 3 大合併症の誘発のみならず、健康寿命短縮の危険因子でもある。危険因子としての

糖尿病とその予防法について学習する。 

該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書及び「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 
2,3,4 復習 糖尿病の病態と対策を理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 

生活習慣病(脳血管障害)と認知症（五十嵐） 

血管性認知症はアルツハイマー病に次いで２番目に多い認知症である。脳は全身の 20％近い血液を必

要とする臓器であることから、その発症は循環器障害などの生活習慣病と密接に関係する。ここでは血

管性認知症と他の認知症の病態を比較しながら、その予防と治療の現状について学習する。 
該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書及び「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

1,3,4 復習 認知症の病態と原因、予防、治療などの現状について理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 

ロコモティブシンドローム（渡邊） 

脳卒中と運動器障害は介護の主要原因となっている。骨粗鬆症・サルコペニア・運動器不安定を特徴と

するロコモティブシンドローム対策が健康寿命の延伸に重要である。ロコモティブシンドロームの早期診

断と予防の重要性について理解する。■ 
該当到達目標 予習 人体構造・生理学の参考書及び「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

3,4 復習 加齢に伴う運動器障害を理解し、早期診断と予防の重要性について理解する 1.5 時間 

10 

講義内容 

生活習慣病(がん)と生活習慣（渡邊） 

日本人の死亡原因の 1 位はがん、2 位は心疾患、3 位は脳卒中であり、いずれも生活習慣に起因する。

ここでは、がんという疾患を理解し、がんを発症する生活習慣＜(がん発症危険因子)＞を知る。また、＜

がん予防のための生活習慣＞及び早期発見・早期治療のための＜がん検診＞の重要性について理解

する。■ 

該当到達目標 予習 「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

3,4 復習 生活習慣と発がんとの関係を理解し、がん対策基本計画などその対策について

学習する。 1.5 時間 
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11 
講義内容 

WHO の歴史と活動内容（蒲） 

第 2 次世界大戦後に設立された国際専門機関として、戦後から現代にいたるまでの活動変遷を検証す

る。WHO の取り組みを理解し、現在ある WHO の問題点、改善点を考察する。健康であることがいかにそ

の国の活力（国力）に寄与するかを理解する。 

該当到達目標 予習 WHO ウェブサイトで該当部分を学習する 1.5 時間 
1,4 復習 国際機関での世界の保健戦略を学習する 1.5 時間 

12 
講義内容 

すべての人に健康を（蒲） 

アルマータ宣言で採択された「すべての人に健康を」スローガンのもとに、」各国が公衆衛生の原点に立

ち返り、保健行政戦略を作成、さらに現代進められている持続可能開発目標（SDGs）に向けたユニバー

サル・ヘルス・カバレッジ（UHC）にいたることを検証する。 

該当到達目標 予習 WHO ウェブサイトで該当部分を学習する 1.5 時間 
1,4 復習 国際機関での世界の保健戦略を学習する 1.5 時間 

13 
講義内容 

途上国の保健医療の現状と保健行政戦略（蒲） 

途上国の人種、風土、歴史的背景、宗教等を考察し、独自の保健行政戦略を実施しているが、その成果

や反省点を検証し、日本における地域医療の課題を含めて、今後の対策を考察する 
該当到達目標 予習 WHO ウェブサイトで該当部分を学習する 1.5 時間 

1,3,4 復習 国際機関で発展途上国への保健戦略を学習する 1.5 時間 

14 
講義内容 

厚生労働省の役割と健康への投資（蒲） 

膨大な医療・介護予算をどのように有効に使うか、保健医療行政の立場から検証考察をする。各国の取

り組みを比較検証し、今後の行政の取り組みを考える。 
該当到達目標 予習 厚生労働省のウェブサイトで該当部分を学習する。 1.5 時間 

1,3,4 復習 日本における厚生労働省の保健戦略と動向を理解する。 1.5 時間 

15 

講義内容 

地域における健康支援チーム構成員とその役割（チーム医療）（渡邊） 

これまでは､健康管理は個人が自分自身の責任で行うとされてきたが､地域における集団での支えあい

に重点を置くとされた｡地域における健康支援には､本人､家族を中心に､医療専門職者､診療情報管理

士、管理栄養士､福祉専門職者､その他多数の職種者からなる<健康支援チームによるチーム医療>が

必要である｡どのような職種がどのような役割を果たしてチームを構成して健康を支えようとしているのか

を理解する｡■ 

該当到達目標 予習 「国民衛生の動向」で該当部分を学習する。 1.5 時間 

4 復習 地域包括ケアシステムを理解し、地域における健康づくりチームの構成員として

の各人の役割を理解する。: 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 
備考 ■は実務経験に基づく内容を示す。 
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看 008 生涯学習概論（小西尚之）. 

科目名 生涯学習概論（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB008 

英文名 Introduction to Lifelong Learning 講義形態 講義 
担当教員 小西 尚之 
科目に関連した 
実務経験 なし 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

我々の多くは「学校教育」を中心に「教育」を受けてきたが、人間が学ぶ場は学校だけではない。本授業

では、「教育」ではなく「学習」の視点から、公民館・博物館・図書館等の社会教育施設における学習な

ど、「生涯学習」について学ぶ。授業の進め方としては、各テーマについての説明を聞くだけではなく、話

し合い活動を通じて課題に取り組むことによって理解を深めていく。 

到達目標 
1.「生涯学習」や「生涯学習社会」の理念について理解している。 
2.社会教育施設等における学びの概要・特徴について理解している。 
3.他者と協力しながら課題に積極的に取り組むことができる。 

評価方法 小テストに約 20％、レポート・発表に約 50％、日常点（授業への参加、授業態度、課題への取り組み、

討論、授業に対する貢献度等）に約 30％を配分して総合評価する。 
使用教材 授業担当者の作成資料による。 
参考文献 講義中に適宜、紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 試験前後に出題の意図等を説明する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当到達目標 予習 シラバスを読んでおく。 1.5 時間 

1,3 復習 資料を読んで、授業の概要を確認し、生涯学習を学ぶ意味を理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 「学習」とは何か 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 今なぜ「生涯学習」がクローズアップされるのか 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 人は発達段階に応じて何を学ぶか 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 就職すると人はどのような学習をするのか 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 公民館とは何か 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 
7 講義内容 図書館とは何か 
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該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 
2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 博物館とは何か 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 美術館とは何か 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 青年の家・少年自然の家とは何か 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 グループ発表① 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 グループ発表② 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 グループ発表③ 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 グループ発表④ 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 グループ発表⑤ 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 資料を読んで、専門用語について理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

授業の進め方： 少人数や全体での話し合い活動に加え、フィールドワーク（生涯学習施設への訪問）、その成果の発表

など多様な学習活動を行います。学校教育の最終段階である大学で学ぶ皆さんにとって、今後の人生で重要となる「生

涯学習」について学ぶ意義は大きいと思います。ただし、上記のような活動を重視するため、他者と協力しながら積極的

に「学ぼう」という意欲が無い人には不向きです。予習・復習については、小テストの学習等で補完してください。 
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看 009 生命と環境の科学（奥浩之）. 

科目名 生命と環境の科学（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB009 

英文名 Science of Environment and Life 講義形態 講義 
担当教員 奥 浩之 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

毎回、生命科学と環境科学の一つのトピックスについて、現状と問題・将来の課題など、高校までに

学んだ知識をもとに、わかりやすく順を追って説明してゆく。具体的な事項を取り上げることで、漠然

とした生命と環境についてのイメージを一新してもらうことを目的としている。生命分子の構造学習を

行うことがあるので、各自で利用できるパソコンのあることが望ましい。（パソコンは持参する必要は

なく、自宅で使用できればよい。） 
毎回、生命科学と環境科学の一つのトピックスについて、現状と問題・将来の課題などを説明してゆ

く。生命分子の構造学習を行うことがある。 

到達目標 

1.地球環境について元素、物質循環、気候変動の観点から説明できる。 
2.生命を構成する分子（核酸、タンパク質）について、分子構造、反応機構、応用の観点から説明で

きる。 
3.私たちの生活に関連して、食品、バイオマス、プラスチックごみ、医薬品や医療機器、のトピックス

について説明できる。 
4.グローバルな視点から、新しい感染症、ワクチン開発、などのトピックスについて説明できる。 
5.様々な文献や資料を参照し、レポート形式または要約・箇条書きの形式でまとめられるようにな

る。 
評価方法 レポート課題 50％、授業参加度 50％ 
使用教材 使用しない（講義にて用いるスライドを配布予定） 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

提出されたレポート課題に対しては、コメントを付けて返却または講義時間内に課題の解説を行うこ

とで受講学生へフィードバックする。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は、授業開始前もしくは終了後

に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 

講義内容 生命と環境－自己紹介と研究について 

該当到達目標 予習 
（1）免疫系と免疫グロブリンについて調べてみよう。 
（2）DNA 配列を測定する方法について調べてみよう。 

1 時間 

1,5 復習 

（1）抗体医薬品について 
（2）免疫グロブリンの分子構造と役割について（特に IgG を構成する重鎖と軽鎖

はどのような結合で結びついているか？着目してみよう。） 
（3）次世代シーケンサーについて 

1.5 時間 

2 

講義内容 生命と環境－地球における元素の循環 
該当到達目標 予習 元素周期表（http://stw.mext.go.jp/series.html）を読んでみよう。 1 時間 

1,5 復習 
（1）人体を構成する元素の存在比 
（2）主要元素・微量-超微量元素の具体的な元素名 
（3）様々な元素の生体または医薬品における役割 

1.5 時間 
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3 

講義内容 生命と環境－温室効果ガスによる地球温暖化 

該当到達目標 予習 
（1）ヒトの活動による、水需要の増大、化石燃料の大量燃焼、窒素肥料の大量

使用と地球環境への影響について調べてみよう。 
1 時間 

1,5 復習 
（1）大気・土壌における物質循環 
（2）水循環、窒素循環、炭素循環、硫黄循環、リン循環の特徴 
（3）人類の活動による物質循環への影響 

1.5 時間 

4 

講義内容 生命と環境－温室効果ガスによる地球温暖化 
該当到達目標 予習 （1）温室効果ガスとは？温室効果は何故起こるか？調べてみよう。 1 時間 

1,5 復習 

（1）地球上での物質循環は気候変動と密接に関連する 
  （大気を暖める要因と冷やす要因） 
  （物質循環の詳細な研究による、地球環境変化の予測） 
（2）IPCC 第 5 次報告書（2014 年）における RCP シナリオ 
  （気候モデルによって予測された 21 世紀末の世界の気温） 
  （世界全体の CO2累積排出量と気温上昇量は比例する） 
（3）国連気候変動枠組条約 
  （日本における温室効果ガス削減目標） 

1.5 時間 

5 

講義内容 生命と生体分子・・・DNA 二重らせんと X 線構造解析 

該当到達目標 予習 

ワトソンとクリックによる DNA 二重らせんモデル 
（1）当時用いられた分子モデル（ロンドン・サイエンスミュージアム） 
http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/display?id=6145 
（2）1953 年の論文 
http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf 
（3）DNA 構造について（英文なので、最初は図を見るのがよい） 
特に Figure 5 を見て、3 種類の二重らせん構造があることに注目しよう 
http://www.nature.com/scitable/topicpage/discovery-of-dna-structure-
and-function-watson-397 

1 時間 

2,5 復習 
（1）DNA の分子構造は X 線回折法によって求められる 
（2）ブラッグの回折条件式 
（3）DNA 繊維写真の X 型パターン 

1.5 時間 

6 

講義内容 生命と生体分子・・・タンパク質の構造と機能 

該当到達目標 予習 
（1）タンパク質を構成する 20 種類のアミノ酸とは？ 
（2）アミノ酸の“光学活性“とは？ 

1 時間 

2,5 復習 
（1）アミノ酸 20 種類の分子構造 
（2）X 線回折測定によるタンパク質の 3 次元構造解析 
（3）NMR 測定によるタンパク質の 3 次元構造解析 

1.5 時間 

7 

講義内容 生命と生体分子・・・さまざまなタンパク質 

該当到達目標 予習 

（1）膜タンパク質とは？ 
（2）リボソームにおけるタンパク質合成 
（3）アイスクリームの成分について。特に、低脂肪アイスクリームはなぜ低脂肪

なのか？調べてみよう。 

1 時間 

2,5 復習 
（1）70S リボソームと tRNA の分子構造（PDB ID: 4v4j）（PDB ID: 2tra） 
（2）カルモデュリンの分子構造変化（PDB ID: 3cln ）（PDB entry 2bbm） 

1.5 時間 
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8 

講義内容 生命と生体分子・・・ヘム蛋白（Mb、Hb、Cyt c、CYP450） 

該当到達目標 予習 
（1）ヘムタンパク質とは？ 
（2）ミオグロビンとヘモグロビンの違いは？ 
（3）CYP3A4 とは？ 

1 時間 

2,5 復習 

（1）ミオグロビン (PDB ID, 1A6M) 
（2）チトクローム c (PDB ID, 2B4Z) 
（3）チトクローム P450 (PDB ID, 1W0E) 
（4）医薬品の代謝における CYP3A4 の影響について 

1.5 時間 

9 

講義内容 ヒトの活動と環境・・・さまざまな医薬品 

該当到達目標 予習 
（1）コレステロールと高コレステロール血症 
（2）認知症とコリン仮説について 
（3）ポリ乳酸とは？ 

1 時間 

2,5 復習 

（1）スタチン 
（2）タクロリムス 
（3）ドネペジル 
（4）レボフロキサシン 

1.5 時間 

10 

講義内容 ヒトの活動と環境・・・バイオマスとバイオリファイナリー 

該当到達目標 予習 
（1）バイオマスとは？ 
（2）バイオエタノールとは？ 
（3）プラスチックゴミ問題とは？ 

1 時間 

3,5 復習 
（1）バイオリファイナリーとは？ 
（2）バイオガソリンの成分は？ 
（3）バイオマスプラスチックの具体的な事例は？ 

1.5 時間 

11 

講義内容 ヒトの活動と環境・・・食品の安全確保（加工食品の成分） 
該当到達目標 予習 （1）アクリルアミドの分子構造、用途、注意点 1 時間 

3,5 復習 
（1）行政（農水省）では加工食品の安全確保についてどのような活動をおこなわ

れているか？ 
1.5 時間 

12 

講義内容 ヒトの活動と環境：食べると甘い香りが発散するお菓子について 

該当到達目標 予習 
（1）ワインやコーヒーの香りを分析する装置について調べてみよう（ヘッドスペー

ス装置の付いたガスクロトグラフィー/質量分析計） 
（2）ヒトにおける薬物代謝のしくみ 

1 時間 

3,5 復習 
（1）ヒ卜の体の匂いに関与する成分はどのようにして分析されたか？ 
（2）お菓子を食べてから、体表面から香気成分が発散するまでの経路は？ 
（ヒトにおける薬物代謝から説明してみよう。） 

1.5 時間 

13 

講義内容 生命と環境・・・さまざまな感染症（AIDS, 結核, マラリアなど） 
該当到達目標 予習 （1）感染症とは？ 1 時間 

4,5 復習 
（1）さまざまな感染症について 
（2）薬剤耐性について 

1.5 時間 

14 

講義内容 生命と環境・・・インフルエンザワクチンの成分 
該当到達目標 予習 （1）ワクチンによる予防免疫のしくみ 1 時間 

4,5 復習 
（1）様々なインフルエンザの治療薬について 
（2）様々なインフルエンザワクチンについて 

1.5 時間 

15 講義内容 生命と環境・・・グローバル化によって必要となる新しいワクチン 
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該当到達目標 予習 
（1）蚊によって媒介される感染症とは？ 
（2）グローバル化におけるヒトの移動や経済活動の活発化について 

1 時間 

4,5 復習 
（1）グローバル化と感染症の拡大はどのように関係するか？ 
（2）新しいワクチンの開発例について 

1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 37.5 時間 
備考 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完してください。 
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看 010 国際関係論（片桐康夫）. 

科目名 国際関係論（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB010 

英文名 International Relations 講義形態 講義 
担当教員 片桐 庸夫 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

新聞やテレビ等のニュースを見て、世界の動きや日本の外交について理解出来るようになること。配

布プリントを中心に、講義を行います。現代世界を象徴するドキュメントを収録した DVD を数回用い

ます。また、試験を 3 回程度実施します。その代わり、返却の際には、一人一人に文体、文の構成、

意味の曖昧な表現、誤字脱字等について指導します。その代わり、前期試験は行いません。 
「復習」に挙げられている本は、参考文献も兼ねています。随時利用して下さい。予習・復習の結果、

不明な点、わからない点などありましたら質問して下さい 

到達目標 

1.現代世界の理解 
2.第 2 次世界大戦後の世界の基本構造の理解 
3.国家間の対立要因の理解 
4.国家間の相互理解の理解 
5.自由主義イデオロギーと社会主義イデオロギーの理解 
6.現代の戦争の特徴についての理解 
7.国家の安全保障の理解 
8.核の下の平和の理解 
9.国際秩序概念の理解 
10.国際秩序の喪失と国際テロ、難民、民族や宗教の違いに基づく紛争発生要因の理解 
11.戦後日本の原型についての理解 
12.戦後日本外交の歩み、「戦後」克服の意味の理解 
13.日本の課題である国際貢献問題の理解 

評価方法 講義中に行う 3 回程度の試験（60％）、講義に臨む態度（20％）、講義参加度（20％）等により総合

評価を行う。 
使用教材 配布するプリントを教材として用いる。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

原則として試験を行った翌週の講義の際に答案を返却する予定である。その際には、一人一人に論

文やレポートの文体、文の構成、意味の曖昧な表現、誤字脱字等について指導する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

・前期木曜日の昼休み 
・非常勤講師控室 
随時来てください。講義の後に直接訊

ねることも可です。 

メールアドレス 
（＃→＠） 

連絡手段は初回授業時に提示しま

す。 

1 
講義内容 講義概要（講義の展開、出席の取り方、試験の方法、成績評価等）についての説明を行う。 
該当到達目標 予習 必要ナシ  時間 
 復習 必要ナシ  時間 

2 
講義内容 世界の混迷した状況や米国トランプ政権の一国主義、中国の影響力の拡大等について理解する。 
該当到達目標 予習 1 週間分の新聞の 1,2 面の記事に目を通しておくこと。 1.5 時間 
1,3,7,8,10 復習 ノートテイキングした部分の加筆、整理、それに新聞記事の内容を付加すること。 1.5 時間 

3 講義内容 「冷戦の特異性」の意味と大規模な戦争の後に起こりやすい戦勝同盟国間の対立を理解する。 
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該当到達目標 予習 プリントのウィーン会議の部分をよく読んでおくこと。 1.5 時間 

1,2,3,9 復習 
細谷雄一『国際秩序』中公新書の p.115-120,282 を読み、内容をノートにまとめる

こと。 
1.5 時間 

4 
講義内容 戦勝同盟国間の対立の典型的例であるウィーン会議について理解する。 
該当到達目標 予習 ウィーン会議参加国の価値観の共有についてプリントを利用して予習すること。 1.5 時間 
2,4,7 復習 『国際秩序』の p.121-124 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

5 
講義内容 国際コミュニケーションにとって重要な価値観の共有の意味について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントの価値観の共有の項を読んでおくこと。 1.5 時間 
3,4,5 復習 『国際秩序』の p.128-130 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

6 
講義内容 ウィーン会議とは正反対に共通の価値観の欠如していた米ソ間の体制間対立について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントの体制間対立の項を読んでおくこと。 1.5 時間 
2,3,4,5,8 復習 『国際秩序』の p.237-241 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

7 
講義内容 米ソ間のイデオロギー対立について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントのイデオロギー対立の項を読んでおくこと。 1.5 時間 
3,5,7 復習 『国際秩序』の p.237-241 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

8 
講義内容 米ソ両国間の安全保障観の相違と戦争の性格の変化（DVD 画像による）について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントの安全保障観の相違と戦争の性格の変化の項を読んでおくこと。 1.5 時間 
6,7,8 復習 DVD 画像を観ながらノートテイキングしたメモを参考にノートにまとめること。 1.5 時間 

9 

講義内容 冷戦の定義、それに基づく冷戦の起源と終焉について理解する。 

該当到達目標 予習 
プリントの冷戦の定義とそれに基づく冷戦の起源と終焉についての項を読んでおく

こと。 
1.5 時間 

2,6,7,8 復習 
永井陽之介『冷戦の起源』中央公論社の p.6-10 を読み、内容をノートにまとめる

こと。 
1.5 時間 

10 
講義内容 世界を滅ぼすことも可能な究極の兵器である核の下の平和について理解する。 
該当到達目標 予習 究極の兵器がもたらした核の下の平和についての項を読んでおくこと。 1.5 時間 
1,6,7,8 復習 『国際秩序』の p.253-255 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

11 
講義内容 冷戦の逆説である戦後の長い平和について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントのガディスの逆説論についての項を読んでおくこと。 1.5 時間 
1,7,8,9 復習 『国際秩序』の p.256-260 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

12 
講義内容 冷戦の終焉と終焉後の世界の不安定化の理由・要因について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントの国際秩序維持勢力の喪失と国際秩序の喪失の項を読んでおくこと。 1.5 時間 
2,7,9 復習 『国際秩序』の p.281-285 を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 

13 

講義内容 冷戦後初の戦争「湾岸戦争」の意義、テロ・民族対立・宗教対立、難民の大量発生の理由を理解す

る。 
該当到達目標 予習 プリントの湾岸戦争、国際秩序なき時代についての項を読んでおくこと。 1.5 時間 

6,7,10 復習 
『文明の衝突と 21 世紀の日本』集英社新書の P.21-36 を読み、内容をノートにま

とめること。 
1.5 時間 

14 

講義内容 終戦、米国の対日占領政策、天皇制存置、SF 講和、憲法第 9 条、日米安保について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントの終戦から SF 講和に至る項を読んでおくこと。 1.5 時間 

7,11,12 復習 
小此木・赤木共編『冷戦期の国際政治』慶應義塾大学出版会の p.288-306 を読

み、内容をノートにまとめること。 
1.5 時間 

15 
講義内容 「戦後」の克服の意味、今日の日本外交の課題について理解する。 
該当到達目標 予習 プリントの「戦後」の克服、国際貢献問題の項を読んでおく。 1.5 時間 
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1,10,13 復習 講義中に配布する新聞の切り抜き記事を読み、内容をノートにまとめること。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 42 時間 

備考 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完してください。 
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看 011 体育理論（入澤孝一）. 

科目名 体育理論（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB011 

英文名 Ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｅｄｕｃａｔｉoｎ  講義形態 講義 
担当教員 入澤 孝一 

科目に関連した 
実務経験 

① 中学校・高等学校保健体育教員 県教委指導主事としての実務経験 
② 日本スケート連盟上級コーチ及び医科学スタッフとしての指導研究経験 
③ ＪＯＣコーチ、オリンピックヘッドコーチとして指導経験 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 １単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

スポーツ科学及びトレーニングの基礎理論について学び、医療従事者として社会に貢献する人材を

育成する。 

到達目標 １ トレーニングの基礎理論について理解する。 
２ スポーツが健康維持増進に果たす役割について理解する。■ 

評価方法 １ 授業の要点についてのレポート提出によって評価する。 
２ 授業時の小テストにより評価する。 

使用教材 自作資料により授業を実施する。 
参考文献 健康運動実践指導者養成用テキスト 
課題に対する 
フィードバック 

授業毎の課題レポートは、コメントをつけ返却する。  
授業時の小テストにより、前時の知識の定着を図る。 

オフィスアワー 
（研究室） 毎週 水曜日 ２０１研究室 メールアドレス 

（＃→＠） irisawa@takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ﾃﾞｰﾀで見る日本の健康と課題 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
２ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

2 
講義内容 生活習慣病と運動 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
２ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

3 
講義内容 骨格と筋肉 正しい姿勢を保持するためにトレーニング■ 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
１ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

4 
講義内容 筋肉とトレーニング効果及びアップ・ダウンの方法■ 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
１ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

5 
講義内容 トレーニングの原則と中高校生の競技力向上■ 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
１ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

6 
講義内容 ジュニア期・高齢者の基本的生活習慣とスポーツ栄養■ 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
１ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

7 
講義内容 ジュニア期のスポーツ障害の予防■ 
該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
１、２ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

8 講義内容 トップアスリート育成を目指した競技力向上対策■ 
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該当到達目標 予習 次授業の課題を事前配布  授業開始時に課題の発表等 １ 時間 
１、２ 復習 授業終了時のレポート作成 0.5 時間 

合計時間（予習・復習） １２ 時間 
備考 ■：実務経験に基づく内容を示す。予習・復習について、試験前後の学習にて補完すること。 
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看 012 体育実技（河野さゆり）. 

科目名 体育実技（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB012 

英文名 Physical Education 講義形態 実習 
担当教員 入澤孝一 小林佳乃子 河野さゆり 

科目に関連した 
実務経験 

中学校・高等学校の保健体育教諭としての実務及び県教委指導主事としての実務を実務 

日本スケート連盟上級コーチとして医科学研究、及びｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾍｯﾄﾞｺｰﾁ等の実務経験 
高校非常勤講師、エアロビックダンスインストラクター（現在） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医療従事者として基礎的なスポーツ科学、トレーニング理論及び体力測定について身に付ける。特に新

体力テストの測定方法と測定結果に基づいたトレーニングを実施する。中・高齢者が健康に活動するた

めのスポーツや動きつくりの実技・方法について習得する。 

到達目標 

1.新体力テストの測定方法と評価について理解する 

2.身体組成と有酸素トレーニングの理論と実施方法について理解する■ 

3. バドミントンや各種レクリエーションゲームの基礎的な動きつくりについて習熟する■ 

4.初動負荷マシンの使用に習熟し、中・高齢者を対象とした初動負荷トレーニングを実施する 

評価方法 
授業終了時に出したレポート課題の提出による評価 ４０％ 

出欠状況、授業態度 ４０％ 

最終授業でレポート試験 ２０％ 

使用教材 自作パワーポイント資料のプリント配布 及び著書を利用する 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

レポート課題について評価し、コメントをつけて返却する。 

正確な動きが自ら出来て、指導できるように練習する。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は授業開始前もしくは終了後に

応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 ガイダンス及び新体力テストの概要について（目的と方法） 
該当到達目標 予習 シラバスについて目を通してくる 

1 復習 授業内容、評価方法、新体力テストについて確認する 

2 
講義内容 新体力テストの実施■ 
該当到達目標 予習 新体力テストの実施方法を練習してくる 

1 復習 新体力テストが正しくできたかを確認する 

3 
講義内容 新体力テストの結果と評価■ 
該当到達目標 予習 自分の測定結果について評価してまとめてくる 

1 復習 自己の測定結果、全体の結果の分析について確認する 

4 
講義内容 身体組成（インピーダンス）測定と評価について■ 
該当到達目標 予習 身体組成について事前に調べてくる 

1 復習 自己の測定データについて確認する 

5 
講義内容 有酸素運動の理論と実践■ 
該当到達目標 予習 有酸素運動について調べてくる 

2 復習 有酸素運動について確認する 

6 
講義内容 有酸素運動の理論と実践■ 
該当到達目標 予習 予め測定に向け、日常生活で有酸素的な運動を心がけておく 

2 復習 測定データを確認する 
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7 
講義内容 球技（バドミントン）・レクリエーションゲームの実践と方法を習得する■ 
該当到達目標 予習 有酸素運動について調べてくる 

2 復習 有酸素運動について確認する 

8 
講義内容 球技（バドミントン）・レクリエーションゲームの実践と方法を習得する■ 
該当到達目標 予習 予め日常生活で無酸素的な運動を心がけておく 

2 復習 測定データを確認する 

9 
講義内容 球技（バドミントン）・レクリエーションゲームの指導を実践する■ 

該当到達目標 予習 レジスタンストレーニングについて調べてくる 

3 復習 レジスタンストレーニングの理論と留意点について確認する 

10 
講義内容 初動負荷マシンの使用方法の習得①■ 

該当到達目標 予習 初動負荷マシンについて調べてくる 
3,4 復習 初動負荷マシンの使い方を確認する 

11 
講義内容 初動負荷マシンの使用方法の習得②■ 

該当到達目標 予習 初動負荷マシンの使い方の練習をしてくる 
3,4 復習 初動負荷マシンの使い方を確認する 

12 
講義内容 中・高齢者を対象とした初動負荷マシンのトレーニング①■ 

該当到達目標 予習 中・高齢者の運動の留意点について調べてくる 

3,4 復習 初動負荷マシンの使い方を確認する 

13 
講義内容 中・高齢者を対象とした初動負荷マシンのトレーニング②■ 

該当到達目標 予習 初動負荷マシンの使い方の練習をしてくる 
3,4 復習 初動負荷マシンの使い方を確認する 

14 
講義内容 中・高齢者を対象とした初動負荷マシンのトレーニング③■ 

該当到達目標 予習 初動負荷マシンの使い方の練習をしてくる 
3,4 復習 初動負荷マシンの使い方を確認する 

15 
講義内容 試験 課題レポート■ 

該当到達目標 予習 授業で実施した各種トレーニングの方法について復習してくる 
1,2,3 復習 トレーニングの基礎理論や方法が理解できたかを確認する 

備考 

1 第２体育館及び初動負荷トレーニング室で実施する。 
2 十分なアップ・ダウンを実施する。 
3 主運動では、実施方法と指導方法を考慮したグループ編成を中心として授業を組み立てる。 
■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 013 キャリア形成論（小泉英明）. 

科目名 キャリア形成論（教養基礎） 科目 
ナンバリング LAB013 

英文名 Career Development 講義形態 講義 
担当教員 小泉 英明 
科目に関連した 
実務経験 

社員研修・人材育成・能力開発・キャリア開発のコンサルタント、トレーナーとして各企業・自治体で

指導 
学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観  国際理解  
論理的思考・問題解決力  生涯学習力  
チームの一員としての協調・協働   

講義概要 
（テーマ・内容） 

ＡＩ（人工知能）をはじめとする各種テクノロジーの進化や地球規模的な気候変動など、社会は今、大

きな激動期を迎えています。そのような中で、私たちを取り巻く経済・雇用環境も目まぐるしく変わ

り、生活や仕事の内容までもが大きく変わりつつあります。 
本講座ではそのような社会の動きを見据え、私たちが近い将来に求められる『能力』について理解

を深めるとともに、キャリア形成の基盤づくりを行います。 
授業では社会で求められている高次元のコミュニケーション能力や思考力、さらには問題解決能力

などの『社会人基礎力』を身につけるとともに、ケーススタディ等によって社会適応力を習得します。

また本学卒業後、社会人として適切なスタートを切ることができるよう、“自身”の強化プラン策定と目

標管理ができる自律的人材の養成を目指します。 

到達目標 

1.社会の出来事を理解し、社会に通用する就業観、勤労観を学ぶ。■ 
2.自己の成長に向けて、自己を正しく理解するとともに、自己効力感を養う。■ 
3.社会人基礎力を理解し、社会適応力を身につける。■ 
4.コミュニケーションの本質を理解し、高次元のコミュニケーション能力を身につける。■ 
5.論理を組み合わせる手法を学び、論理的思考力を高める。■ 
6.アイデアの出し方を学び、創造的思考力を高める。■ 
7.気づく力を身につけ、問題発見能力を高める。■ 
8.問題解決のスキルと手法を学び、問題解決能力を高める。■ 
9.自己変革のために必要な自身の問題点を探る。■ 
10.自律型人材に向けての目標管理ができる。■ 
11.社会における人間関係を学び、社会適応力を高める。■ 
〔特に、看護学科受講生に求められる到達目標として以下に示す〕 
12-1.患者・生活者のために看護師・保健師・養護教諭が果たすべき役割を自覚する。A-(1)-②-1 
12-2.意思、情報の伝達に必要な要素について説明できる A-(3)-①-1■ 
12-3.言語的及び非言語コミュニケーションについて説明できる。A-(3)-①-2■ 
12-4.相手の立場、文化、習慣等によってコミュニケーションの在り方が異なることを、例を挙げて説

明できる。A-(3)-①-3■ 
12-5.対人関係に影響を及ぼす心理的要因について説明できる。A-(3)-①-4 
12-6.生涯にわたって自ら学習する重要性を認識し、その意義について説明できる。A-(5)-③-1■ 

評価方法 最終レポート 60％、授業後の提出課題 30％、授業参加度・授業態度 10％ 
それぞれの評価基準については初回授業で説明します。総合評価 60％以上を合格とします。 

使用教材 講義内容を随時プリントして配布します。 
参考文献 授業内で提示します。 
課題に対する 
フィードバック 

授業後の提出課題については、随時コメントをつけてフィードバックします。 
最終レポートの後に、出題テーマの意図を掲示によって示します。 

オフィスアワー 
（研究室） 木曜日（12～17 時） メールアドレス 

（＃→＠） 
連絡手段は初回授業時に提示しま

す。 
1 講義内容 ガイダンス／キャリア形成のために必要なこと■ 
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該当到達目標 予習 新聞、テレビなどのニュースから、社会の出来事を理解して臨む 1.5 時間 
1 復習 キャリア形成に必要なコアコンピタンスを理解する。（課題提出） 1.5 時間 

2 
講義内容 先行きの予測が困難な時代／社会が求める人材■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 2 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

1,3,12-1 復習 キャリア形成に必要な「社会人基礎力」について理解を深める。（課題提出） 1.5 時間 

3 
講義内容 自己の理解■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 3 回講義プリントを読む。自己分析シートに記入する。 1.5 時間 

2 復習 自己理解と、自己効力感を理解する。自分のパーソナリティを確認する。 1.5 時間 

4 

講義内容 コミュニケーション力■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 4 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,4,12-2, 
12-3 復習 チェックシートによって自身のコミュニケーション力を客観的につかむ。 1.5 時間 

5 

講義内容 実践コミュニケーション力■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 5 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,4,12-3, 
12-4 復習 ディスカッションを振り返り、自身のストロング・ウィークポイントを知る。 1.5 時間 

6 
講義内容 気づく力■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 6 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,7 復習 事例研究課題に取り組む。気づく力が問題解決の入り口であることを理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 考える力Ⅰ（ロジカルシンキング・クリティカルシンキング）■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 7 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,5 復習 事例研究によって論理的思考を理解する。（課題提出→第 9 回で使用） 1.5 時間 

8 
講義内容 考える力Ⅱ（クリエイティブシンキング）■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 8 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,6,7,8 復習 事例研究によって創造的思考の重要性を理解する。アイデア発想演習。 1.5 時間 

9 
講義内容 創造力を伸ばす（グループディスカッション、ブレーンストーミング）■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 9 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,6,7,8,9 復習 創造力を伸ばす技法の理解を深める。 1.5 時間 

10 
講義内容 問題解決能力Ⅰ（問題点を探る・WHY ツリー）■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 10 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,7,8,9 復習 自身が抱える問題の「問題点」を WHY ツリーで探る。 1.5 時間 

11 

講義内容 働く意味／「仕事力」と「就業力」■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 11 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

1,3,12-4, 
12-5 復習 「仕事観」「就業観」を理解し、レポートを書く。（課題提出） 1.5 時間 

12 

講義内容 問題解決能力Ⅱ（問題解決の手法・HOW ツリー／目標設定・計画立案）■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 12 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,8,9,10, 
12-6 復習 自身の課題を HOW ツリーで探り、目標設定と計画立案を行う。 1.5 時間 

13 
講義内容 社会における人間関係■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 13 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,11,12-5 復習 人との接し方と、よりよい人間関係を築く方法を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 自己の確立（バリュープロポジション）■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 14 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,10,12-6 復習 将来のキャリア形成に向けて、キャリア自律の重要性を理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 ストレスマネジメント■ 
該当到達目標 予習 事前に配布する第 15 回講義プリントを読み、内容をつかんでおく。 1.5 時間 

3,11,12-5, 復習 ストレス対処法を理解し、ストレスに対する耐性力に高める。 1.5 時間 
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12-6 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

事前に配布するプリントをもとに予習して授業に臨んでください。配布プリントはファイリングし、毎回持参してくださ

い。授業は積み上げ方式で進めていくので、授業後は必ず復習してください。新聞やテレビなどのニュースには常

に関心を持ち、社会の出来事を理解し授業に臨んでください。 
〔看護師・保健師・養護教諭として求められる基本的な資質〕 
① 看護師・保健師・養護教諭として、人の役に立つという心構え 
② 患者・生活者本位の視点 
③ コミュニケーション能力 
④ チーム医療への参画 
⑤ 自己研鑽 
 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
※教員作成のレジュメを使い、要点をまとめていきます。授業では、ニュースで取り上げられる時事について考察し

ながら卒業後における社会の中でどのように取り組んでいくべきか、実体験を織り交ぜた説明を行います。必要な

箇所においてはグループディスカッションを行うとともに、理解度を深めるための課題を課します。 
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看 014 哲学（大石桂子）. 

科目名 哲学 （人間理解） 科目 
ナンバリング LAH001 

英文名 Philosophy 講義形態 講義 

担当教員 大石 桂子 

科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 ・ 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

  論理的思考・問題解決力   生涯学習力 

  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

「他者とどう関わっていけばよいか」「正しいと信じられていることは、なぜ正しいと言い切れるのか」「病

気や“弱さ”とどう向き合うか」。普段は漠然と理解しているように感じることに、改めて疑問を持ち探究す

るのが哲学である。本講義では、共生社会、健康と病、技術者の社会的責任など、医療に従事するもの

として考えておきたいトピックを取り上げる。哲学者たちの思想も手引きとして、みずから論理的に思考

し、適切に表現することを目標とする。 

配布プリントを中心に講義を行い、定期的に課題を提示し、学生同士が意見を交換する場を設ける。 

到達目標 

1. 人と人、個人と社会のあり方について、多様な視点から理解し、説明できる。  
2. 平等性やノーマライゼーションなど、共生社会の実現に必要な概念を理解し、説明できる。  
3. 医療技術や医薬品が多様な目的で使用・研究されること、その社会的影響を理解し、説明できる。  
4. 医療技術者など専門家のもつ社会的責任を理解し、説明できる。  
5. 各テーマについて自分の考えをもち、それを適切な表現で他者に伝えることができる。 
 

評価方法 
定期試験（60%）、ミニ・レポート（40%）に、講義への参加度等を加えて総合的に評価する。 
ミニ・レポートの評価基準については、初回講義で説明する。 

使用教材 講義中に適宜プリントを配布する。 

参考文献 講義中に指示する。 
課題に対する 
フィードバック レポートの内容についてコメントを加え、講義中に紹介する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

水曜日の 2 時限、金曜日の 2 時限。 
（1 号館 6 階 601） 

メールアドレス 
（＃→＠） oishi#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスの内容をよく読み、講義の目標や取り扱う内容を理解する。 1 時間 

 復習 「哲学」の目標、学ぶ意義について理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 自分と他者（1）人間は人から認められたいのか――ヘーゲル 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2 復習 ヘーゲルのいう「承認への欲求」を理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 自分と他者（2）本当の自分とは――キルケゴール 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,5 復習 キルケゴールの「大衆と実存」を理解し、ヘーゲルの人間像と比較する。 1.5 時間 
4 講義内容 平等と共生（1）誰もが信じられる正しさはあるか――ロールズ 
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該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 
2,3,5 復習 「機会の平等」と「結果の平等」を理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 平等と共生（2）隔離や拘束を減らす――ノーマライゼーション 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1-3 復習 ノーマライゼーションの意義を理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 平等と共生（3）生活の中の「依存」――ケアの倫理 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1-5 復習 ケアの倫理と正義の倫理の違いを理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 多様性と公共空間（1）ユニバーサルデザイン 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,3 復習 バリアフリーとユニバーサルデザインの違いを理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 多様性と公共空間（2）バリアの再生産を防ぐために 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,3 復習 設計の発想や技術が社会に与える影響を理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 エンハンスメント（1）変化する「病」と「弱さ」への介入 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1-5 復習 エンハンスメントや「医療化」について理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 エンハンスメント（2）記憶と共感の役割 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1-5 復習 弱さを排除した場合の社会的影響について理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 「空気」を意識する 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2 復習 「空気」の作用や問題点を理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 医療者のための哲学（1）誰の利益を守るのか――ステイクホルダー・アプローチ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,4 復習 専門職が消費者や市民に対してもつ責任を理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 医療者のための哲学（2）科学的な「正しさ」とリスク評価 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,4,5 復習 科学的に正しいとはどういうことか、現在のリスク評価の問題を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 医療者のための哲学（3）専門職の社会的責任 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,4.5 復習 専門職の「誇り」の根拠について理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 第 1 回～14 回のノートに目を通す。 1 時間 

1-5 復習 配布プリントを解き、完成させる。 2 時間 
合計時間（予習・復習） 38 時間 

備考 本講義では知識の修得だけでなく、みずから考えることを重視するので、課題など積極的に取り組んで下さい。 
予習・復習については試験前の学習で補完してください。 
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看 015 倫理学（大石桂子）. 

科目名 倫理学（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH002 

英文名 Ethics 講義形態 講義 
担当教員 大石 桂子 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択・2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

近年、価値の多様化や先端医療技術の発展によって、人間が「生む・生まれる」「生きる」「死を迎える」と

いうそれぞれの段階に、様々な葛藤がある。本講義では、「善さとは何か」「善く生きるためには、どうす

ればよいのか」「医療技術は私たちの生き方／死のあり方をどう変えていくのか」といったトピックを取り

上げる。そうした対立が生じる背景、問題を理解するとともに、みずから判断する力を養う。 
配布プリントを中心に講義を行い、定期的に課題を提示し、学生同士が意見を交換する場を設ける。 

到達目標 

1. 自己決定の重要性と課題について理解し、説明できる。  
2. 善悪の判断基準（目的論と義務論など）について理解し、説明できる。  
3. 出生前診断や尊厳死、代理決定など、現代医療の問題を多角的に理解し、説明できる。  
4. 個人と社会の関係性を考察し、よりよい議論と合意形成のあり方を理解し、説明できる。  
5. 各テーマに関してみずから考え、その考えを適切に表現、伝えることができる。   

評価方法 定期試験（60%）、予習課題・ミニレポート（40%）に、講義への参加態度等を加えて総合的に評価する。 
使用教材 講義中にプリントを配布する。 
参考文献 講義中に指示する。 
課題に対する 
フィードバック レポート課題については、コメントを添えて講義中に紹介する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

水曜日の 2 時限、金曜日の 2 時限。 
（1 号館 6 階 601） 

メールアドレス 
（＃→＠） oishi#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスに目を通し、講義目標や内容を確認する。 1 時間 

 復習 講義内容、評価方法などについて理解する。 1 時間 

2 
講義内容 なぜ自己決定が重視されるのか――医療倫理と社会的・思想的背景 
該当到達目標 予習 医療倫理の四原則について調べる。 1 時間 

1 復習 自己決定権が重視される思想基盤、医療事情を理解する。 1 時間 

3 
講義内容 善悪の基準( 1 )：幸福のための道徳――目的論 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2 復習 功利主義の思想と医療倫理への影響を理解する。 1 時間 

4 
講義内容 善悪の基準( 2 )：公正のための道徳――義務論 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2 復習 カントの義務論の思想と医療倫理への影響を理解する。 1 時間 

5 
講義内容 なぜ人命は尊重されるのか――パーソン論とカント 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,5 復習 人命尊重の二つの根拠の相違点を理解し、課題を完成させる。 1 時間 
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6 
講義内容 グループワーク：自分の価値観をみつめる 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1,5 復習 グループワークを振り返って課題を完成させる。 1.5 時間 

7 
講義内容 代理決定：「本人のため」の介入はどこまで許容できるか 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3 復習 新生児医療やアシュリー・ケースに見る代理決定の範囲について理解する。 1 時間 

8 
講義内容 出生前診断 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3 復習 過去の優生学と現在の出生前診断の相違について理解する。 1 時間 

9 
講義内容 優生思想 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,4 復習 20 世紀の優生思想について理解する。 1 時間 

10 
講義内容 「弱さ」に価値はあるのか 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,4 復習 排除型社会のリスクと「弱さ」の意味について課題を完成させる。 1.5 時間 

11 
講義内容 変化する「自己決定」のあり方 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1,4 復習 障害者権利条約と共同的な意志決定について理解する。 1 時間 

12 
講義内容 人が道徳的な行動をとるのに何が必要か 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,4 復習 良心、共感のあり方について理解する。 1 時間 

13 
講義内容 尊厳死 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,5 復習 尊厳死のあり方について、課題を完成させる。 1.5 時間 

14 
講義内容 グループワーク：「生きがい」について 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

5 復習 グループワークを振り返って課題を完成させる。 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 第 1 回～第 14 回のノートを読み返す。 1 時間 

1,2,3,4,5 復習 各テーマについての自分の考えを再確認する。 2 時間 
合計時間（予習・復習） 33 時間 

備考 本講義では知識の修得だけでなく、みずから考えることを重視するので、課題など積極的に取り組んで下さい。 
予習・復習については試験前の学習で補完すること。 
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看 016 心理学（内田祥子）. 

科目名 心理学（人間理解） 科目 

ナンバリング 
LAH003 

英文名 Psychology 講義形態 講義 

担当教員 内田祥子 

科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人間の心理的諸機能に関する理論・研究について学び、自己理解・患者理解に必要な基礎的知識

の習得を目指す。 
授業は教員の作成した資料に基づき、講義形式でおこなう。また復習課題のなかで疑問点などを確 
認する。 

到達目標 

1. 心理学理論による人の理解とその技法の基礎について説明できる。 
2. 人間の行動の基礎過程について説明できる。 
3. 人間の発達と心理との関係について説明できる。 
4. 社会的環境が人の心理に対して及ぼす影響について説明できる。 
5. 心理的支援の方法と実際について説明できる。  

評価方法 宿題 30％、学期末テスト 70％。宿題の得点が一定水準に達しなければ、学期末テスト・レポートの

得点に関わらず、単位を付与しない。 
使用教材 授業内で必要に応じて提示する 
参考文献 授業内で必要に応じて提示する 
課題に対する 
フィードバック 小テスト（予習・復習課題）の解説を次回の授業で毎回おこなう。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 3 限（8 号館 410 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） uchida-s#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 オリエンテーション「心理学を学ぶ意義」 
該当到達目標 予習 シラバスに目を通す 1.5 時間 

1 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

2 
講義内容 心理学とは 

該当到達目標 予習 心理学を学ぶ意義について考える 1.5 時間 

1 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

3 
講義内容 環境を認知する心の働き（1）知覚 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

2 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

4 
講義内容 環境を認知する心の働き（2）学習 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

2 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

5 
講義内容 環境を認知する心の働き（記憶） 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

2 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

6 講義内容 環境を認知する心の働き（4）言語・思考 
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該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

2 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

7 
講義内容 環境を認知する心の働き（5）情動・動機づけ 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

2 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

8 
講義内容 社会の中の人間（1）人格 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

4 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

9 
講義内容 社会の中の人間（2）自己 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

4 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

10 
講義内容 社会の中の人間（3）社会心理 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

4 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

11 
講義内容 生涯発達のしくみ、アイデンティティの生涯発達 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

3 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

12 
講義内容 脳科学と心理学 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

3 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

13 
講義内容 発達臨床・心理臨床（1）発達臨床 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

5 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

14 
講義内容 発達臨床・心理臨床（2）心理臨床 

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

5 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ  

該当到達目標 予習 小テスト形式の予習課題 1.5 時間 

5 復習 小テスト形式の復習課題 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 
備考  
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看 017 文学と人間（齋藤順二）. 

科目名 文学と人間（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH004 

英文名 Literature and Humanity 講義形態 講義 
担当教員 斎藤 順二 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

現代人の基礎教養として、日本の名作文学を朗読 CD で味わうことで、文章表現による心のコミュニ

ケーションを図ることができる。授業では、朗読 CD を活用して日本文学作品の梗概を理解しなが

ら、人物相関図の板書とテキストの読解を行う。これをきっかけにして、さらに各自が近代文学に興

味関心を抱いて原作を読み、発展させた読書につなげることが望ましい。 

到達目標 1.視聴覚教材を活用して「文学と人間」への洞察を深めることができる。 
2.歴史の諸相における人間と人間生活の理解に役立てることができる。 

評価方法 まとめのレポートを 100 点満点で採点（90％）し、それに授業参加度を加味（10％）して総合評価す

る。 
使用教材 小田切進『日本の名作』（中央公論新社）定価（本体 720＋税） 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

共通課題「授業で学んだ近代文学の名作の中から、人間と人間生活の理解に役立つと思われる 10
作品を選び、それぞれ 80～90 字で論評しなさい」を採点し、その結果を講評する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は、授業開始前もしくは終了後

に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 二葉亭四迷『浮雲』・森鴎外『舞姫』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

2 
講義内容 森鴎外『高瀬舟』・『雁』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

3 
講義内容 幸田露伴『五重塔』・樋口一葉『たけくらべ』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

4 
講義内容 尾崎紅葉『金色夜叉』・徳富蘆花『不如帰』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

5 
講義内容 泉鏡花『高野聖』・島崎藤村『破戒』『夜明け前』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

6 
講義内容 夏目漱石『坊っちゃん』『こころ』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

7 講義内容 伊藤左千夫『野菊の墓』・田山花袋『田舎教師』 
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該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

8 
講義内容 芥川龍之介『羅生門』『鼻』『地獄変』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

9 
講義内容 有島武郎『或る女』・武者小路実篤『友情』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

10 
講義内容 川端康成『伊豆の踊子』・小林多喜二『蟹工船』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

11 
講義内容 林芙美子『放浪記』・尾崎士郎『人生劇場』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

12 
講義内容 谷崎潤一郎『春琴抄』『細雪』  
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

13 
講義内容 志賀直哉『暗夜行路』・太宰治『人間失格』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

14 
講義内容 壷井栄『二十四の瞳』・井上靖『天平の甍』 
該当到達目標 予習 教科書を通読し、作品理解へのアプローチとする。 1.5 時間 
1,2 復習 作者について調べ、発展的な読書につなげる。 1.5 時間 

15 
講義内容 学習の整理と展望（まとめのレポート） 
該当到達目標 予習 これまでに学んだ近代文学の名作の中から 10 作品に絞り込む。 1.5 時間 
2 復習 知的好奇心から問題意識を持ち、さらに読書の幅を広げる。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 
備考  
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看 018 芸術論（石原綱成、志尾睦子）. 

科目名 芸術論（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH005 

英文名 Art Theory  講義形態 講義 
担当教員 石原綱成 志尾睦子 
科目に関連した 
実務経験 志尾：映画上映・宣伝・企画・製作  イベントプロデュース 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

この講義は芸術を通して、人間の営為の総体として芸術を学ぶ。それによって、豊かな人間性と教養を

身につける。また、あらゆるジャンルの芸術（絵画、映像等）を深く理解する。 
講義は前半が石原による芸術史、後半は志尾による映画芸術論となる（オムニバス形式）となる。 

到達目標 

1.視覚芸術の歴史を理解できる 
2.芸術を人間の営為の総体として理解できる。 
3.映像芸術を通して、映画の文化史的意義を理解できる。■ 
4.様々な文化を理解することで、グローバルな教養が身につく■ 

評価方法 試験を実施する。（石原 50 点、志尾 50 点、計 100 点） 
使用教材 講義スライドの資料を配布する。 
参考文献 担当教員が逐次紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 提出された感想シートやレポートについて逐一コメントなどを提示する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

石原：月曜３限、金曜 2 限、 
志尾：火曜日 2 限 

メールアドレス 
（＃→＠） 

石原：ishihara#takasaki-u.ac.jp 
志尾：m-shio#takasaki-cc.jp 

1 
講義内容 ガイダンス（石原・志尾） 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を理解し授業の目標を理解する 1.5 時間 

2 復習 授業内容、到達目標、学位授与方針、成績評価方法を確認する 1.5 時間 

2 

講義内容 芸術とは何かー芸術のイメージの調査ー 
該当到達目標 

1,2,4 予習 芸術における各自のイメージを箇条書きできるようにしておく 1.5 時間 
 復習 配布したプリントをもとに芸術のジャンルを理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 芸術史概説 
該当到達目標 予習 芸術史の流れを体系的に理解しておく 1.5 時間 

1,2,4 復習 配布した資料を基に芸術史の歴史を理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 宗教芸術とは何か 
該当到達目標 予習 世界の主要な宗教の特色を理解する 1.5 時間 

1,2,4 復習 配布した資料を基にキリスト教の教義を理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 キリスト教美術とシンボル 
該当到達目標 予習 シンボルの本質について理解する 1.5 時間 

1,2,4 復習 キリスト教のシンボルの法則性を理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 ルネサンス美術―古典古代の芸術― 
該当到達目標 予習 配布したプリントをもとに遠近法とは何かを理解する 1.5 時間 

1,2,4 復習 遠近法と人間の「主体」への意識を考える 1.5 時間 
7 講義内容 ルネサンス美術―図像解釈学と美術― 

mailto:ishihara@takasaki-u.ac.jp
mailto:m-shio@takasaki-cc.jp


42 
 

該当到達目標 予習 配布したプリントをもとにプラトンとアリストテレスの相違を理解する 1.5 時間 
1,2,4 復習 イデア論の違いが視覚芸術にいかに現れるかを理解する 1.5 時間 

8 
講義内容 中間テスト 
該当到達目標 予習 今まで学んだ内容を理解しておく 1.5 時間 

1,2,4 復習 試験内容を自分なりに再考する 1.5 時間 

9 
講義内容 メディア芸術とは何か 映画芸術の入り口に立つ■ 
該当到達目標 予習 メディア と称されるもののイメージを箇条書きできるようにしておく 1.5 時間 

2,3,4 復習 配布した資料をもとに映画の成り立ちを理解する 1.5 時間 

10 
講義内容 映画の誕生と変遷を辿る■ 

該当到達目標 予習 映画の仕組みを理解する 1.5 時間 
2,3,4 復習 配布した資料をもとに映画史を体系的に理解する 1.5 時間 

11 
講義内容 映画の表現方法について学ぶ■ 
該当到達目標 予習 様々な映像ジャンルを箇条書きできるようにしておく 1.5 時間 

2,3,4 復習 配布した資料をもとに表現方法の多様性を理解する 1.5 時間 

12 
講義内容 映画の構造を知る■  
該当到達目標 予習 映画を組み立てているものの役割を理解する 1.5 時間 

2,3,4 復習 映画が総合芸術であるという本質を理解する 1.5 時間 

13 
講義内容 演習１：見えるもの 見えないもの 映画が伝えることを意識する■ 
該当到達目標 予習 映画を観てみる 1.5 時間 

2,3,4 復習 感想を自分なりの言葉にしてみる 1.5 時間 

14 
講義内容 演習２：演出とは何か ■  
該当到達目標 予習 課題のシナリオを読み、イメージを組み立ててみる 1.5 時間 

2,3,4 復習 映像表現の可能性と奥深さを楽しむ 1.5 時間 

15 
講義内容 総論：映画は時代を映す鏡である 映画で世界を知る■ 
該当到達目標 予習 興味のある国について調べる 1.5 時間 

2,3,4 復習 映画が語る文化、時代性を考える 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 ■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 019 ボランティア・市民活動論(金井敏) . 

科目名 ボランティア・市民活動論（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH006 

英文名 Civil and Voluntary Activities 講義形態 講義 
担当教員 金井 敏 

科目に関連した 
実務経験 

前職でボランティア・市民活動支援センターの運営支援に従事していました。また，様々なボランティ

ア活動実践者と交流があります。 
現在，大学ボランティア・市民活動支援センター（VSC）でセンター長として VSC を運営しています。 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

ボランティア・市民活動は，手助けを求めている個人や団体に対して自主的に貢献する活動です。身近

な地域や福祉，環境，情報，国際協力まで幅広く取り組まれ，今日の社会に不可欠な存在です。この講

義では，具体的なボランティア・市民活動の考え方や実践方法を学び，学生が自ら実践する力を養成し

ます。 

到達目標 

1.ボランティア・市民活動の対象者のニーズを学び，ボランティア・市民活動の意義を説明できる。■ 
2.ボランティア・市民活動の多様な実践例を学ぶことにより，活動の実際の展開を説明できる。■ 
3.ボランティア・市民活動支援センターを活用して，自身の関心に即した活動に参加する。■ 
4.参加したボランティア・市民活動の実践を振り返り，成果や課題，次のチャレンジについて考察で

きる。■ 

評価方法 

成績評価 
①学期末レポートによる評価（75％）。なお，追再試は実施しません。 
②ボランティア活動に参加して作成する実践レポートによる評価（25％）。評価方法は，ボランティア

実践の回数や時間ではなく，ボランティア活動に参加することによる学びを評価します。 
その他の評価 
①授業開講数の 2/3 以上を出席することにより，成績の評価対象とします。 
②忌引きや実習，就職活動などによる欠席は，届け出（要添付書類）を提出すれば出席扱いとしま

す。なお，15 分以上の遅刻は欠席とみなします。 
③ボランティア実践の時間（1 回当たり 4 時間×5 回＝20 時間相当）も本時の講義時間に含めま

す。 
使用教材 各講義に即したオリジナル・レジュメや関係資料は授業にて配布します。テキストは使用しません。 
参考文献 必要に応じて適時，紹介します。 
課題に対する 
フィードバック 

実践や授業内容などに関する質問や意見については，授業のなかで取りあげるなど随時，学生に

フィードバックします。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日 12 時 15 分～13 時・水曜日

12 時 15 分～13 時で相談に応じま

す。研究室：１号館３階３１０研究室。 
メールアドレス 
（＃→＠） kanai#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ボランティア・市民活動～新しい世界への誘いボランティア・市民活動支援センター（VSC）の活用方

法，授業の進め方を確認する。■ 
該当到達目標 予習 シラバスの内容をよく読んで，現時点でのボランティアの理解を把握する。 1.5 時間 

1,3 復習 講義内容，学位授与方針，成績評価方法，VSC 利用方法などを確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 ボランティアの力を活かす仕組み～ボランティアセンターの役割 ■ 
該当到達目標 予習 自分の地元市町村のボランティアセンターの組織や活動内容を調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 ボランティアセンターの活用方法を理解する。 1.5 時間 

3 講義内容 分かちあう寄付の文化で花咲く貢献社会～赤い羽根共同募金 ■ 
該当到達目標 予習 赤い羽根共同募金の概要や寄付の実際について調べる。 1.5 時間 
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1,2,3,4 復習 赤い羽根共同募金のあり方や寄付の文化とは何かを理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 子どもの明日と子育てをサポートするボランティア活動 ■ 
該当到達目標 予習 児童を対象としたボランティア活動を調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 児童を対象としたボランティアの意義や活動上の注意事項などを理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 被災地に届け，災害支援ボランティア活動 ■ 
該当到達目標 予習 我が国における災害ボランティア活動について調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 被災地におけるボランティア活動の内容や活動上の注意事項などを理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 人々はどのようにボランティアに取り組んできたか～欧米と日本の歴史 ■ 
該当到達目標 予習 世界の国々でボランティア活動がどのように取り組まれているか調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 欧米と日本のボランティア活動の歴史の違いや長所を理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 国際貢献・多文化共生とボランティア活動 ■ 
該当到達目標 予習 海外で活躍するボランティア活動について調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 国際貢献や多文化共生のボランティア活動のあり方を理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 新しい支え合いの必要性～20 年後のあなたへ ■ 
該当到達目標 予習 地域における生活のしづらさや今後の課題などについて自分なりに考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 地域において生ずる生活課題や住民同士の支援のあり方を理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 バリアフリー社会と心のバリアフリー ■ 
該当到達目標 予習 日常生活におけるバリアフリーについて調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 誰にも優しいバリアフリーの実践方法を理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 ボランティアとＮＰＯ～学生でも創れるＮＰＯ法人 ■ 
該当到達目標 予習 NPO 法人の概要について調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 NPO 法人の活動内容や設立の要件，ボランティアとの違いなどを理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 身近な動物とボランティアの良い関係 
該当到達目標 予習 動物を対象としたボランティア活動について調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 動物に対するボランティア活動の実際や人間との共生について理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 小中高校の福祉教育・ボランティア学習はこれでいいか ■ 
該当到達目標 予習 小中高校で取り組まれている福祉実践について調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 小中高校における福祉教育のあり方や自身の関わり方について理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 地域ささえあいのボランティア ～ふれあい・いきいきサロン～ ■ 
該当到達目標 予習 地域で取り組まれているふれあい･いきいきサロンについて調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 高齢者の介護予防や健康，子育て家庭を住民が支える活動について理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 行政に協力するボランティア ～民生委員・児童委員の活躍～ ■ 
該当到達目標 予習 行政に協力するボランティアについて調べる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 民生委員･児童委員の活動を理解し，自分の地域の民生委員を確認する。 1.5 時間 

15 

講義内容 まとめ～新しい支え合いと２０年後の自分の生き方■ 

該当到達目標 予習 さまざまなボランティア活動を通じて理解した人々の生活のしづらさや今後の課題

を自分なりに考える。 1.5 時間 

1,3,4 復習 ボランティア活動の講義と実際の実践活動を踏まえて，ボランティア活動のあり方

や自身の将来の役割について考察する。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

●毎回の授業は，ボランティアに関する映像視聴，テーマに基づく講義，ディスカッション，振り返り，次週の予定，

という流れで進めます。 
●ボランティア実践は，もちろん強制ではありません。自分の興味や関心のある分野や活動に参加する契機として

設定しています。大学生として様々な活動にチャレンジしましょう。 
●ボランティア・市民活動支援センター（VSC，９号館１階）を活用してください。活動を始める前には必ず，ボランテ

ィア活動保険に加入すること。そのほかボランティアの相談に何でも応じます。 
VSC 直通 TEL：027-352-1108，VSC メールアドレス：vsc@takasaki-u.ac.jp 

mailto:vsc@takasaki-u.ac.jp
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■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 020 人権論（金井洋行）. 

科目名 人権論（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH007 

英文名 Theory of Human Right 講義形態 講義 
担当教員 金井 洋行 
科目に関連した 
実務経験  

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人権の観念について、他の観念－人道、倫理、文化規範、宗教的信念、条理原則等－との比較を通

して分析し、人間の本性（human nature）との関係を理解する。日本国憲法に規定する｢国民の権利｣

の内容を知り、その効力にどのような制約や限界があるかについて認識する。身近な生活体験から感得

した権利侵害や不条理の発生について、人権の観点から考察する姿勢を身につける。 
講義内容はできうるかぎり予定通り進行させるが、期間内に国内的にあるいは国際的に大きな人権を

めぐる事象があった場合には、その話題を飛び入り的に割り込ませることがある。 

到達目標 

1.人権について特にヨーロッパの歴史的発展を背景に人道等の他の価値観との比較で観念できる。 
2.人権の様々な観念から憲法の人権規定の適用関係を認識できる。 
3.個々の人権の性格を、内面的と外面的、精神的と経済的、消極的と積極的、等の区分で理解できる。 
4.人権の擁護がどのような考え方と仕組みによって行われるのかについて、憲法規定を通して認識でき

る。 
5.人権に関する主要な争点について裁判所、特に最高裁判所の考え方を整理できる。 

評価方法 
・平常の授業に対する姿勢（15％）、中間テスト（25％）、期末の定期試験（60％） 
・中間テストは概ね 2 回の知識テスト。 定期試験は知識と思考力のテスト 

使用教材 テーマ別レジュメ、基礎知識資料（テキストに代替するプリント） ＊テーマによって DVD の視聴あり 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 重要テーマについてのレポートに対してコメントを配布する（テーマについては適宜指示） 

オフィスアワー 
（研究室） 

出講日の放課後等において、質問及び

学習相談を受ける。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 人権の観念と内容 
該当到達目標 予習 日本国憲法における基本的人権の項目の教科書等による再チェック 2 時間 

1 復習 予備知識アンケート 0.5 時間 

2 
講義内容 人権の享有主体と人権規定の適用関係 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

1,2 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

3 
講義内容 人権の制約と限界 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

1,2,4 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 
4 講義内容 幸福追求権の意義と具体化 



47 
 

該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 
1,2,4 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

5 
講義内容 法の下の平等－平等権と平等原則－ 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

1,2,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

6 
講義内容 人間の内心の価値と保護 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

1,3,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

7 
講義内容 自由と自由主義 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

1,3,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

8 
講義内容 表現の自由とその抑制 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,4,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

9 
講義内容 経済活動の自由と財産権 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

10 
講義内容 人身の自由と刑事手続の保障 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,4,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

11 
講義内容 政治活動の自由と参政権 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

12 
講義内容 生存権の意義と福祉国家の諸権利 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,4,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

13 
講義内容 教育を受ける権利と学習権 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

14 
講義内容 人権の国際化 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

3,5 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 

15 
講義内容 人権の現状と今後の課題 
該当到達目標 予習 配布レジュメの考察項目の趣旨理解と当回｢基礎知識資料｣の読み込み 1 時間 

1,4 復習 レジュメの考察項目の内容チェックとノート編集 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 37.5 時間 

備考 
記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
当日に即答できない質問や要望については次回に文書をもって応答することを原則とする。 
日常の身の回りに起こる権利侵害や条理違反に目を向け、人権擁護の観点から自分なりに考えておくことを期待する。 
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看 021 人間関係論（富田純喜）. 

科目名 人間関係論（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH008 

英文名 Theory of Human Relations 講義形態 講義 
担当教員 富田 純喜 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人間関係論といえば、ホーソン実験を基盤として体系化された理論を指すことが多い。また、社会科

学における研究アプローチを指すこともある。本講義では、広く生活上の諸現象を人と人との関係

から理解することを目的とする。 

到達目標 
1.人間関係論の基礎的内容を理解している。 
2.人間関係を多角的な視点から説明できる。 
3.人間関係の構築に関する基礎的なアプローチを説明できる。 

評価方法 試験（70％）、授業内課題・参画度（30％） 
使用教材 菅野仁（2008）『友だち幻想―人と人の〈つながり〉を考える―（ちくまプリマ―新書）』筑摩書房 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 試験前後に出題の意図等を説明する。 

オフィスアワー 
（研究室） 水曜 5 限、木曜 5 限（8 号館 406） メールアドレス 

（＃→＠） tomita-t#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 各回の授業内容を確認し、人間関係について考えてみる。 1.5 時間 

1 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 ホーソン実験と人間関係論 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1 復習 人間関係論の成り立ちについて理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 「友人重視指向」の日本の高校生（はじめに） 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページを読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

4 
講義内容 人は一人では生きられない？（第一章） 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページを読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

5 
講義内容 幸せも苦しみも他者がもたらす（第二章）①前半 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページ（p.27-37）を読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

6 
講義内容 幸せも苦しみの他者がもたらす（第二章）②後半 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページ（p.37-46）を読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

7 
講義内容 共同性の幻想――なぜ「友だち」のことで悩みは尽きないのか（第三章）①前半 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページ（p.47-58）を読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 
8 講義内容 共同性の幻想――なぜ「友だち」のことで悩みは尽きないのか（第三章）②後半 
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該当到達目標 予習 テキストの該当ページ（p.58-79）を読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 
2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

9 
講義内容 「ルール関係」と「フィーリング共有関係」（第四章） 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページを読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

10 
講義内容 熱心さゆえの教育幻想（第五章） 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページを読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

11 
講義内容 家族との関係と、大人になること（第六章）①前半 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページ（p.106-113）を読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

12 
講義内容 家族との関係と、大人になること（第六章）②後半 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページ（p.113-120）を読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

13 
講義内容 「傷つきやすい私」と友だち幻想（第七章） 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページを読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

14 
講義内容 言葉によって自分を作り変える（第八章） 
該当到達目標 予習 テキストの該当ページを読み、言葉の意味等を調べておく。 1.5 時間 

2,3 復習 授業内容を踏まえ、テキストを読み直し、理解を深める。 1.5 時間 

15 
講義内容 現代社会における人間関係 
該当到達目標 予習 これまでの講義内容を振り返る。 1.5 時間 

2,3 復習 現代社会における人間関係について自身の考えをまとめる。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 授業は、主に講義形式でテーマの概要の説明を中心に進めるが、ワークやグループディスカッションを随時取り入

れる。なお、授業内で扱える内容は限られているため、紹介する参考文献などを使って理解を深めること。 
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看 022 ジェンダー論（前田由美子）. 

科目名 ジェンダー論（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH009 

英文名 Gender Theory 講義形態 講義 
担当教員 前田 由美子 
科目に関連した 
実務経験 女性相談の非常勤相談員として行政機関に勤務（過去） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人間の性とはどういう意味をもつのか。それによって形成されている秩序と、それゆえに起こるさま

ざまな葛藤を真摯にみつめ、性を制度設計に組み込む社会の問題を解き明かす。その上で、それ

らをどのように解決して行ったら良いのかを深く思索する。そうすることによってより豊かで包容力の

ある社会を創造する力を備え、行動する人になり、新しい自分や社会を発見することになるであろ

う。レジュメに基づき解説を行う。時にグループワークも行い、課題について考察を深める。集中講

義なので、日ごとに短いレポートを作成提出してもらう。仕事の選択、恋愛、卒業後の人生設計にお

いて、この授業で学ぶ知識は大きな影響をもたらすはずである。自身のために、社会を創るために

是非学んでほしい。 

到達目標 

1.自分自身の内部にある「性」のとらえ方を見つめ直す。■ 
2.内面化している固定的な性のイメージや制度に対する固定観念に気づく。■ 
3.他者や社会への豊かなまなざしを持てる。■ 
4.豊かな社会創造への力を身につける。■ 

評価方法 レポートを 4 日間それぞれに提出（1 日につき 25％相当）。合計で評価する。 
総合評価 60％以上で合格とする。 

使用教材 授業用プリント、文献資料等を随時配布する。必要に応じてメディア教材を使用する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートを返却し、コメント解説を行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は、授業中もしくは終了後に応

じ解説する。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 講義全体の説明 
該当到達目標 予習 性別についての自分の考え方を見つめておく。 1.5 時間 

 復習 講義内容、到達目標、学位授与方針、成績評価法などを確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 ジェンダーと言う概念 
該当到達目標 予習 文献資料に目を通す。 1.5 時間 

1 復習 ジェンダー概念について理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 生き物としての性とその多様性■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2 復習 性の多様性を理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 セクシュアリティ・性的指向■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。  1.5 時間 

1,2,3 復習 セクシュアリティの多様性について理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 性役割と性規範■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 
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1,2 復習 身の回りの性役割や性規範について気づく。 1.5 時間 

6 
講義内容 ジェンダー・アイデンティティ■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 ジェンダー・アイデンティティについて理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 性別と経済 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 経済と性別のつながりを理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 女性とこども■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 女性と子どものつながりへの偏重を理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 男性と子ども 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 男性と子どものつながりの困難を理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 労働と性別■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 労働と性別のつながりの問題を理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 労働と性別とそれぞれの暮らし 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 ワーク・ライフ・バランスを理解し、問題解決法を考える。 1.5 時間 

12 
講義内容 男性のかかえる問題■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 男性をとりまく問題を理解し、女性の問題との関連を考える。 1.5 時間 

13 
講義内容 セクシュアル・ハラスメント■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 問題の本質を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 ドメスティック・バイオレンス■ 
該当到達目標 予習 文献資料を読んでおく。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 社会問題として理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 性別と社会の問題 
該当到達目標 予習 全ての文献のつながりを理解する。 1.5 時間 

3,4 復習 問題の確認と解決法を考える。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 予め配布される資料を読み込み、授業での理解を深めるよう努力すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 023 共生の倫理（大石桂子）. 

科目名 共生の倫理（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH010 

英文名 Ethics of Symbiosis 講義形態 講義 
担当教員 大石 桂子 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

現代では多様な価値観・文化をもった人々が、性別や年齢、職業や病気・障がいの有無などを超えて

「共生」することが求められている。差別や排除をのりこえ、共生を実現するためどのような取り組みがで

きるのか、基礎的な理論と方法の知識を習得することを目標にする。 
授業ではパワーポイントを用いる。定期的に資料に関する分析、考察する機会を設ける。 

到達目標 

1.現代社会での共生の意義について理解し、説明できる。 
2.共生の歴史について理解し、説明できる。 
3.共生を支える社会学、倫理学また教育や臨床的なアプローチを理解し、説明できる。 
4.共生の具体的なあり方や事例について理解し、説明できる。 
5.各テーマについて自分の考えをもつことができる。 

評価方法 定期試験（60％），講義中に作成する課題（40％）に、参加態度を加えて総合的に評価する。 
総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 講義中にプリントを配布する。 
参考文献 講義中に指示する。 
課題に対する 
フィードバック 提出課題の内容にコメントを添えて、講義中に紹介する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日の 3 時限、金曜日の 2 時限。 
（1 号館 6 階 601） 

メールアドレス 
（＃→＠） oishi#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスの内容に目を通し、到達目標などを確認する。 1 時間 

1 復習 講義の目的や学ぶ意義を理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 共生とは何か、共生に関わる社会意識 
該当到達目標 予習 共生の定義を調べる。 1 時間 

1 復習 なぜ共生が必要とされるのか理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 多文化社会と価値の多様化 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1,5 復習 価値の多様化の社会的な影響について、事例を考え課題を作成する。 1.5 時間 

4 
講義内容 分断と隔離の歴史 分  
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

2,5 復習 近代以降に障がい者などの隔離が進んだ背景を理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 優生思想 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 
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2,5 復習 20 世紀初頭～現在の優生思想について、問題点を理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 共生の歴史：ノーマライゼーションからエンパワーメントへ 
該当到達目標 予習 ノーマライゼーションの定義を調べる。 1 時間 

2,4,5 復習 ノーマライゼーションの意義と、他の概念へ置き換わった背景を理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 公共空間のユニバーサルデザイン 
該当到達目標 予習 ユニバーサルデザインの定義を調べる。 1 時間 

4,5 復習 ユニバーサルデザインの意義を理解し、身近な実例を考える。 1.5 時間 

8 
講義内容 共生をめざして（1） 社会学からのアプローチ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,5 復習 世代間保障について理解し、課題を作成する。 2 時間 

9 
講義内容 共生をめざして（2） 倫理学からのアプローチ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,5 復習 共感の道徳的な役割を理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 共生をめざして（3） 教育学からのアプローチ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,5 復習 学校教育での共生の取り組みを理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 共生をめざして（4） 非行臨床からのアプローチ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,5 復習 矯正教育の意義と成果について理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 共生をめざして（5） 認知症ケアの臨床からのアプローチ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

3,5 復習 介護での QOL 向上やコミュニケーション改善の取り組みを理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 「排除型社会」がもたらすリスク 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

1,5 復習 価値多様化の時代の「自己」のあり方、共済、相互扶助の意義を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 事例研究：多民族、多文化の共生 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 1 時間 

4,5 復習 講義の内容をふまえ、課題を作成する。 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 これまでのノート・資料に目を通す。 1 時間 

1,2,3,4,5 復習 共生の意義、方法について理解し、自分の考えをまとめる。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 38 時間 

備考 予習・復習については試験前の学習で補完すること。 
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看 024 チーム医療アプローチ論（小笠原映子）. 

科目名 チーム医療アプローチ論（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH011 

英文名 Team Approach to Health Care 講義形態 講義 
担当教員 原田欣宏、大川喜代美、竹内真理、土井信幸、小笠原映子、渡邊秀臣、篠原智行、丸山健一、 

科目に関連した 
実務経験 

小笠原（看護）：看護師、訪問看護師として総合病院に勤務（経験） 
渡邊（理学）：整形外科医として医療機関に勤務（非常勤） 
篠原（理学）：急性期、回復期病院に勤務経験あり。現在は生活期病院に非常勤勤務 
土井（薬学）：薬剤師として主に薬局で勤務（経験） 
大川（情報）：診療報管理士として診療情報管理業務および医事課に勤務（経験） 
原田（福祉）：ソーシャルワーカーとして高齢者福祉施設・事業所等に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

福祉・医療系の専門職育成を担う大学として、チーム医療を推進する上で各学科の学生が各専門

職の役割・活動を理解する。 
各講義ではテーマについて概要を説明する。授業はパワーポイントにより要点を提示する。 

到達目標 
1.チーム医療を促進するための福祉・医療系専門職の協働の必要性について理解できる。■ 
2.各専門職の役割と活動について理解できる。■ 
3.チーム医療における専門職の連携を促進するための課題について考察できる。■ 

評価方法 授業参加への積極性 40％、レポート 60％ 
使用教材 講義のスライドを随時プリントして配布する。 
参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

・他学科の学生が参加していることから講義中に双方向型講義を行い、学生の考えや意見を導入し

ながら講義を展開する。 
・課題レポートを読んで感じた点や補足すべき点について文章化し、次回の授業時に受講生に配布

する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

原田（福祉） 
火曜 3 限（1 号館 506 研究室） 

大川（情報） 
木曜 1 限（1 号館 609 研究室） 

竹内（栄養） 
木曜 2-4 時限（1 号館 308 研究室） 

土井（薬学） 
12：00-13：00（7 号館 319 研究室） 

小笠原（看護） 
月曜 3 限（5 号館 403 研究室） 

渡邊（理学） 
金曜 3 限（4 号館 2 階学部長室） 

篠原（理学） 
水曜 3 限（3 号館 206 研究室） 

丸山（子ども） 
金曜 4 限、（8 号館 408 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

小笠原（看護）

ogasawara#takasaki-u.ac.jp 
篠原（理学） 
shinohara-t#takasaki-u.ac.jp 
土井（薬学） 
doi-n#takasaki-u.ac.jp 
竹内（栄養） 
mtakeuchi#takasaki-u.ac.jp 
大川（情報） 
okawa-ki#takasaki-u.ac.jp 
原田（福祉） 
harada#takasaki-u.ac.jp 
 

※メールでの質問可の教員のみ掲載 

1 
講義内容 チーム医療を促進するための福祉・医療系専門職の協働の必要性について■ 
該当到達目標 予習 チーム医療とはどのようなものなのか、学習する。 1.5 時間 

1 復習 21 世紀の医療では、なぜ多職種協働のチーム医療が必須であるか理解する。 1.5 時間 
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2 

講義内容 チーム医療における看護師・保健師の役割と活動■ 
該当到達目標 予習 チーム医療に関連する書籍、雑誌等を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3 復習 
看護師・保健師の役割・活動、チーム医療における看護職の役割について講義

内容から復習しておく。 
1.5 時間 

3 

講義内容 チーム医療における理学療法士の役割と活動■ 
該当到達目標 予習 理学療法士の一般的な役割について調べる 1.5 時間 

1,2,3 復習 
チームにおけるリハビリテーションの位置づけを復習し、チーム医療に求められる

個人の資質について考察する。 
1.5 時間 

4 

講義内容 チーム医療における薬剤師の役割と活動■ 
該当到達目標 予習 チーム医療における薬剤師の役割と活動 1.5 時間 

1,2,3 復習 
チーム医療（病院・薬局）における薬剤師の役割と活動についてインターネット等

の電子媒体を用いて調査する。 
1.5 時間 

5 

講義内容 チーム医療における管理栄養士の役割と活動■ 
該当到達目標 予習 事前に学習した他のコメディカルの役割と活動について復習し授業に臨む 1.5 時間 

1,2,3 復習 管理栄養士と他のコメディカルのチーム医療と、チーム内での役割や活動に

ついて考察する 1.5 時間 

6 

講義内容 チーム医療における社会福祉士の役割と活動■ 

該当到達目標 予習 
①高齢化社会の現状を調べる 

②地域医療の進展を調べる 

③社会福祉専門職の職場を調べる。 

1.5 時間 

1,2,3 復習 疾患と障害の関連を理解し、地域で自立した生活支援に必要なチーム医療の

あり方を理解する。 1.5 時間 

7 

講義内容 チーム医療における保育士・幼稚園教諭・小学校教諭、特別支援学校教諭の役割と活動 

該当到達目標 予習 乳幼児期・学齢期に罹患しやすい病気の概要や主要な障害について予習を

すること。 1.5 時間 

1,2,3 復習 保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭と各種医療職との連携

のあり方について復習をすること。 1.5 時間 

8 
講義内容 チーム医療における診療情報士の役割と活動■ 
該当到達目標 予習 診療情報管理士と病院事務について調べてみる。 1.5 時間 

1,2,3 復習 診療情報管理士と病院事務について得た知識を整理する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
【キーワード】専門職、チーム医療、チームアプローチ 
「チーム医療アプローチ演習」（3 または 4 年次開講）履修には、原則として本科目の単位修得が必要となる。 
■：実務経験に基づく内容を示す。予習・復習については、試験前後の学習にて補完すること。 
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看 025 国際医療事情（町田修三他）. 

科目名 国際医療事情（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH012 

英文名 International Healthcare 講義形態 講義 
担当教員 クリストファー・ターン、町田 修三 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学生の国際化促進とグローバル人材の養成を目的として設置された科目である。特に本学学生は医療

系を専攻する者が多いため、海外の医療に関する様々な事項を経験的に学ぶことに重点を置いている。

具体的な内容としては、海外諸国の健康・医療教育，健康・医療の実態、医療制度、病医院や医師・コメ

ディカル等の供給体制、病医院や医療施設の世界比較等について学ぶ。国際化を促進するため、学生

には英語で日本の文化や医療の説明をしたり，医療に関する基礎的なディスカッションをしたりすること

を取り入れる。また本講義では、学生が実際に海外に赴き実体験として国際医療事情を見聞することを

強く推奨する。 
海外研修に参加して、実際に海外の医療現場を経験することを強く勧める。その際、どのような視点を持

ってリサーチするかの示唆と、見聞したことの要約法・分析法を教授する。リサーチ原稿の作成と発表ま

でをもって 1 クールとする。 

到達目標 

1.諸外国の医療教育を理解し，日本との違いを説明できる 
2.諸外国の医療の実態を理解し，日本との違いを説明できる 
3.諸外国の医療制度を理解し，日本との違いを説明できる 
4.諸外国の病医院について学び，日本との違いを説明できる 
5.日本の医療教育や医療事情について，英語で解説ができる 

評価方法 
最終レポート（50％），提出物（20％），発表，討論など授業参加度（30％） 
海外研修参加者は，事前・事後研修および発表のパフォーマンス（30％），研修レポート（30％），研修中

のパフォーマンス（40％） 
使用教材 特に指定はない．各自自分のリサーチ目的に沿った文献，教材を探すこと 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

レポートや提出物については，コメントを付して返却する．発表や討論等のパフォーマンスについては，

その都度コメントやアドバイスを伝える 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日 4 限目、金曜日 2 限目 
研究室：1 号館 6 階 603 

メールアドレス 
（＃→＠） machida#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 イントロダクション 
該当到達目標 予習 シラバスを熟読し，講義の概要や目標を理解しておく 1 時間 

 復習 自分の興味のある国の医療事情リサーチを開始する 1.5 時間 

2 
講義内容 医療の国際化とは 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習，特に世界で進行中の医療の国際化についてしっかりと理解 1.5 時間 
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する 

3 
講義内容 日本の医療教育，医療制度，医療事情 （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

4 
講義内容 日本の医療教育，医療制度，医療事情を英語で説明してみよう 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

5 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

5 
講義内容 先進国（アメリカ，イギリス，ドイツ）の医療教育 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

6 
講義内容 先進国の医療事情Ⅰ （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

7 
講義内容 先進国の医療事情Ⅱ （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

8 
講義内容 先進国の病院 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

9 
講義内容 その他の先進国（北欧，カナダ，オーストラリアなど）の医療事情Ⅰ （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

10 
講義内容 その他の先進国の医療事情Ⅱ （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

11 
講義内容 中進国（台湾，シンガポール，中国など），途上国（ベトナム，インドネシア，タイなど）の医療教育 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情リサーチ 1.5 時間 

12 
講義内容 中進国，途上国の医療事情Ⅰ （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情発表準備 1.5 時間 

13 
講義内容 中進国，途上国の医療事情Ⅱ （一部 AL 実施） 
該当到達目標 予習 あらかじめ配布した資料・データに目を通しておく 1 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容の復習と興味ある国の医療事情発表準備 1.5 時間 

14 
講義内容 学生プレゼンテーション 
該当到達目標 予習 発表原稿とプレゼンテーションの準備 3 時間 

1,2,3,4,5 復習 学生プレゼンテーションの復習とコメント記入 1.5 時間 

15 
講義内容 学生プレゼンテーションとまとめ 
該当到達目標 予習 発表原稿とプレゼンテーションの準備 3 時間 

1,2,3,4,5 復習 学生プレゼンテーションの復習とコメント記入 1.5 時間 
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合計時間（予習・復習） 41.5 時間 

備考 
AL（アクティブラーニング）は、ペアワーク、グループワーク、ディスカッション、クローズドクエスチョン、オープンクエスチ

ョンなど。 
記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 026 IHS（町田修三他）. 

科目名 Introduction to Healthcare Sciences（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH013 

英文名 Introduction to Healthcare Sciences 講義形態 講義 

担当教員 
町田 修三、小澤 瀞司、東福寺 幾夫、松尾 仁司、クリストファー・ターン、下川 哲昭、今井 純、 
大石 時子、冨田 陽介 

科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学生の国際化推進とグローバル人材の育成を目的に設置された講義科目であり、授業は原則英語で行

う。日本では医療分野の国際化はまだ遅れているが、世界的には急速に拡大しつつある。本講義では、

国際的な医療人養成のため、世界共通語である英語を用いて、医療に関する基礎的な事項を易しく解

説していく。複数の教員がオムニバス形式で担当するが、学生の理解度を確認しながら平易な英語で解

説するので、受講に際して特に高度な英語力は要求しない。英語による授業を学生がしっかりと理解し、

医療コミュニケーション能力を高めることで、医療教育の国際化を先取りするような講義へと発展させる

ことを目指す。 
数人の教員がオムニバス形式で英語にて、学生の理解度を確認しながら講義を展開する。英語を使用

する授業であるので、予習用に授業で用いる教材・資料・データ等をあらかじめ配布する。授業にはこれ

らの資料を十分に下調べしたうえで臨むことが特に重要である。 

到達目標 

1.医療に関する基礎的な内容に関して，英語での説明を理解できる 
2.理解した内容について，第三者に説明できる 
3.医療に関するトピックに関して，英語での基礎的なプレゼンテーションやディスカッションができる 
4.医療に関するトピックについて，外国の学生と話をすることができる 

評価方法 
担当各教員による評価を総合して決定する．各教員は，毎回の授業参加度（20％程度）や講義終了時

に課す提出物または小レポート（80％程度）により，それぞれの持ち点に応じて学生を評価する 
使用教材 各教員が作成した資料やデータを用いて講義する 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 提出物や小レポートには，コメントを付して返却する 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日 4 限目、金曜日 2 限目 

研究室：1 号館 6 階 603 
メールアドレス 
（＃→＠） machida#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 Introduction of the course （町田） 
該当到達目標 予習 シラバスを熟読し，講義の概要や目標を理解しておく 1 時間 

1 復習 講義内容の復習，特に専門用語（英語）を覚える 1 時間 

2 

講義内容 Medical globalization and Japan’s healthcare system （町田） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 
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3 

講義内容 Healthcare system of foreign countries （町田） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

4 

講義内容 Introduction of nursing education in Japan and other countries （大石） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

5 

講義内容 Introduction to telemedicine （東福寺） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

6 

講義内容 Using Medline Plus to obtain medical information in EnglishⅠ （小澤） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

7 

講義内容 Using Medline Plus to obtain medical information in EnglishⅡ （小澤） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

8 

講義内容 Immunity and diseasesⅠ （今井） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

9 

講義内容 Immunity and diseasesⅡ （今井） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

10 

講義内容 Medical information system （松尾） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

11 

講義内容 Genes and cancer : basic understanding of the disease （下川） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

12 

講義内容 The integration of Biomechanics and Neuroscience to optimize rehabilitationⅠ （冨田） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 
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13 

講義内容 The integration of Biomechanics and Neuroscience to optimize rehabilitationⅡ （冨田） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

14 

講義内容 Mental health and social skills （ターン） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 

15 

講義内容 Summary and concluding remarks （ターン） 

該当到達目標 予習 
あらかじめ配布した資料，データに目を通す．特に専門用語（英語）を予習してお

き，授業に参加する準備をしておく 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 授業で学習した専門用語や内容の再理解 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 44 時間 

備考 
講義内容は学生の興味の持てそうな分野から、基礎的なものを選んでいる。学生の積極的な授業参加が求められる。

記載した予習・復習時間に加え、自主的な学修により医療の国際化に関する理解を深め、単位修得に必要な時間

を各自確保すること。 
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看 027 囲碁の世界（三谷哲也）. 

科目名 囲碁の世界（人間理解） 科目 
ナンバリング LAH014 

英文名 Introduction to Igo 講義形態 講義 
担当教員 三谷 哲也 
科目に関連した 
実務経験 2002 年日本棋院に入段、現在七段として東京本院に所属。 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

近年、囲碁は脳を活性化し考える力を養うということで注目されている。囲碁を学ぶことで「考える

力」と「集中力」を磨き、「先を読む力」を身につける。また、日本の伝統文化である囲碁を体得するこ

とで、言葉と世代を超えたコミュニケーション力を身につけ、国際交流のコミュニケーション力を高め

る。 
授業は基本的に講義形式で打ち方の解説をした後、受講生同士で対局を行う。 

到達目標 1.全く囲碁を知らない状態から囲碁の世界を知り、19 路盤で最後まで打てるようになる。■ 
2.いくつかのパターンの囲碁の心得を覚え、囲碁の考え方を身につける。■ 

評価方法 毎回の授業貢献度、技術の習熟度を総合的に判断する（60％） 
試験（20％）×2 回 

使用教材 光文社新書「東大教養囲碁講座」 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 試験後に解説を行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

授業の前後 15 分ずつであるが、状況

により次回の授業で対応となる場合が

ある。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 囲碁の歴史と基本ルール■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 1 章 1～3 に目を通し講義の目的を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 囲碁の基本的なルールを理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 ルールの復習（1）■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 2 章 1-1～1-3 に目を通し基本ルールを確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 囲碁の 5 つの基本ルールを理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 ルールの復習（2）■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 2 章 1-4～1-5 に目を通し基本ルールを確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 打てない場所、打てる場所を理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 ルールの復習及び初歩技術（1）■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 P97 に目を通し、囲碁の打ち方のポイントを確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 基本的な 3 つの心得を理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 ルールの復習及び初歩技術（2）■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 3 章 2 に目を通し、石の取り方を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 取れている石、シチョウを理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 問題演習■ 
該当到達目標 予習 教科書第 2 章 1～2 に目を通し基本的な考え方を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 地の数え方、石のつながりを理解する。 1.5 時間 
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7 
講義内容 技術の解説（1）■ 
該当到達目標 予習 教科書 P188～199 に目を通し終盤の考え方を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 19 路盤の終盤の考え方を理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 技術の解説（2）■ 
該当到達目標 予習 教科書 P173～188 に目を通し中盤の考え方を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 19 路盤の中盤の考え方を理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 技術の解説（3）■ 
該当到達目標 予習 教科書 P158～172 に目を通し序盤の考え方を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 19 路盤の序盤の考え方を理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 9 子局の解説・連碁（対局）■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 5 章 1 に目を通し 9 子局の打ち方を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 9 子局の打ち方を理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 技術の解説（4）■ 
該当到達目標 予習 教科書 P207～220 に目を通し決め打ち碁のポイントを理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 隅の死活を理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 技術の解説（5）とペア碁■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 4 章に目を通し、19 路盤の考え方を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 19 路盤の中盤の打ち方を理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 問題演習■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 2 章 4 に目を通し、石の追い方を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 石の取り方、死活、終局の仕方を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 技術の解説（6）■ 
該当到達目標 予習 教科書 P259～267 に目を通し、総合的な石の取り方を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 19 路盤の序盤～中盤の打ち方を理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 連碁対局 まとめ■ 
該当到達目標 予習 教科書 第 4 章～5 章に目を通し、これまで習ってきたことを確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 インターネットやスマートフォンで対局する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
囲碁の道具の片づけについても授業の一環である。スチューデントアシスタント（SA）の方がいても、積極的に片づ

けに関わること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 028 英語 IA（クリス・ターン）. 

科目名 英語 IA（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL001 

英文名 English IA 講義形態 講義 
担当教員 クリス・ターン 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

英語をコミュニケーションの道具としてとらえ、英語によるコミュニケーション能力基礎の確立を目指す。こ

の目的のために、まずジェスチャーや one word English、one phrase English から始めて、便利かつ

最低限必要な英語表現を繰り返し練習する。複雑な文法や話法を無視してこうした練習を繰り返すこと

で、気楽に感じたことをそのまま口に出すくせをつけさせたい。授業は主に教員が自ら用意した教材を用

いて行うが、ゲーム、ペアワーク、写真、ビデオ、音楽等を多く利用して、学生が積極的に授業に参加で

きるような雰囲気をつくっていきたい。発表の機会が増えると思う。学生の習熟度に応じ、講義のレベル

を調整していく。 

到達目標 
1. 英語によるコミュニケーション能力の基礎を確立する。 
2. 英語による口語表現に親しむ。 
3. 英語によるプレゼンテーションを行う。 

評価方法 期末試験 50% 平常点 50%（授業への参加度、発言、発表課題など）の総合評価とする。 
使用教材 特に定めない。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 課題はコメントの上返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日 3 限、金曜日 3 限 
(1 号館 3 階 315 研究室) 

メールアドレス 
（＃→＠） tarn#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 イントロダクション：講義の解説・自己紹介  
該当到達目標 予習 シラバスを読んで学習内容を確認しておく 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 口語表現の復習 0.5 時間 

2 
講義内容 自己紹介してみよう 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

3 
講義内容 サバイバル・イングリッシュ ① Where do I get the bus? 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

4 
講義内容 サバイバル・イングリッシュ ② Could you repeat that? 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

5 
講義内容 便利な one phrase English ① How is your family? 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

6 
講義内容 便利な one phrase English ② Where do you live? 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 
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7 
講義内容 英語の話し方・意思の伝え方 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

8 
講義内容 英語と日本語の違い 
該当到達目標 予習 スピーチの準備・練習 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

9 
講義内容 外国について知ろう 
該当到達目標 予習 外国について調べてくる 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

10 
講義内容 外国や日本について知ろう 
該当到達目標 予習 外国と日本の比較点をまとめる 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

11 
講義内容 外国や日本について話そう 
該当到達目標 予習 スピーチの準備 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

12 
講義内容 英語だけで 1 時間過ごしてみよう（Q&A） 
該当到達目標 予習 質問内容を考えてくる 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

13 
講義内容 英語だけで 1 時間過ごしてみよう（何かを説明する） 
該当到達目標 予習 プレゼンテーションの準備 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

14 
講義内容 大学生活についてのスモール・トーク 
該当到達目標 予習 プレゼンテーションの準備 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 

15 
講義内容 英語でプレゼンテーションにチャレンジしてみよう 
該当到達目標 予習 プレゼンテーションの準備 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 新出表現の復習・発音の確認 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考  
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看 028 英語 IB（出雲春明）. 

科目名 英語 IB (リテラシー) 科目 
ナンバリング LAL001 

英文名 English IB 講義形態 講義 
担当教員 出雲 春明 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 アイテムを選択してください。 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

幅広い現代的トピックをあつかったテキストにふれ、大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙

を獲得する。また、一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得するとともに、リスニング・ライ

ティング等の総合的な英語運用能力を高める。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能

力を高めるために、適宜、音声・映像教材を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙を獲得する。 
2. 一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得する。 
3. リスニング・ライティング・コミュニケーション等の総合的な英語運用能力を高める。 

評価方法 期末試験 50%  平常点 50%（授業への参加度、発言、発表課題など）の総合評価とする。 

使用教材 大八木廣人／Timothy Kiggell 『Viva! San Francisco – Video Approach to Survival English』、マ
クミラン ランゲージハウス、1998 年。¥2,000+税。 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 課題や試験はコメント・添削の上返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前もし

くは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、予習、復習、評価方法について確認する。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 PC を用いた講義の進め方について理解する。 0.5 時間 

2 
講義内容 Chapter 1  Where Do I Get the Bus?  -Getting information- ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 1-3.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

3 
講義内容 Chapter 1  Where Do I Get the Bus?  -Getting information- ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 4-5.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

4 
講義内容 Chapter 2  Do You Have a Reservation, Ma’am?  -Checking in at a hotel- ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 7-9.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

5 
講義内容 Chapter 2  Do You Have a Reservation, Ma’am?  -Checking in at a hotel- ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 10-11.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

6 
講義内容 Chapter 3  Could You Repeat That?  -Asking for directions- ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 13-15.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

7 講義内容 Chapter 3  Could You Repeat That?  -Asking for directions- ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 16-17.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 
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1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

8 
講義内容 Chapter 5  Would You Like Soup or Salad?  -Ordering a meal- ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 25-27.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

9 
講義内容 Chapter 5  Would You Like Soup or Salad?  -Ordering a meal- ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 28-29.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

10 
講義内容 Chapter 6  Where’s the Fitting Room?  -Shopping for clothes- ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 31-33.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

11 
講義内容 Chapter 6  Where’s the Fitting Room?  -Shopping for clothes- ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 34-35.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

12 
講義内容 Chapter 7  Would You Mind Taking My Picture? -Asking for a favor- ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 37-39.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

13 
講義内容 Chapter 7  Would You Mind Taking My Picture? -Asking for a favor- ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 40-41.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

14 
講義内容 Chapter 8  Good to See You! –Meeting a friend ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 43-45.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 

15 
講義内容 Chapter 8  Good to See You! –Meeting a friend ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 46-47.の不明な単語を調べ、聞き取りの訓練をする。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を理解し、それを用いたやりとりを練習する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 

辞書必携。 
PC を用いて、動画、音声、チャットを織り交ぜながら講義を行うので、各自、ID と Password を控えておくこと。初回は

PC の操作方法を説明するため、できる限り出席すること。PC の立ち上げには時間がかかるため、講義に際しては余裕

を持って席に着いておくのが望ましい。 
なお、講義中、データの形で資料を配付することがあるため、保存用の USB フラッシュメモリー等を各自用意しておくと

便利である。 
Chapter4 は飛ばすので予習の際は注意すること。 
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看 028 英語 IC（山田ヘイ美由紀）. 

科目名 英語 IC（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL001 

英文名 English IC 講義形態 講義 
担当教員 山田 HAY 美由紀 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

この講義では、看護の現場において必要とされるコミュニケーション能力を英語をツールとして習得す

る。各自が自分の考えを持って英語で意見交換できる課題、コミュニケーションを必要とするグループ活

動課題等を通し、日常英語の語彙、リスニング能力、英語表現力を身につける。また、専門用語に使用

される英語についての理解、発音、使用例などに触れる。時事問題について時勢に沿ったテーマを取り

上げる時間も設ける。講義は学生の既習内容を考慮した上、英語で行う。質問、疑問、意見等はその都

度か講義後に発言すること。質問や意見は、積極的な参加態度、自己表現として奨励する。グループ課

題終了後、自己評価・講義に対する評価用紙に記入することもできる。 

到達目標 
1. 英語を使って自己の考えを口頭表現することができる。 
2. 英語を使って自己の考えを口頭表現することができる。 
3. 協力して課題を解決していくことにより、互いの能力を認め合い、個人を尊重する姿勢を身につける。 

評価方法 

講義は実技中心のため、時間内のコミュニケーション状況(30%)、課題発表(50%)、講義への参加(20%)
を評価する。個人課題は、講義の始めに毎回評価する。ペア、グループ課題は講義内での実践中、各人

の英語によるコミュニケーションの様子を評価する。コミュニケーションのためのキーフレーズを毎時紹介

するので、記録して課題実践中に使うことが期待される。講義内外でのコミュニケーション（参加度）も評

価の対象となる。自己評価用紙の記入は行うが、筆記試験による評価は行わない。講義に参加すること

が評価の対象になるので、欠席は 3 日を超えないよう留意すること。超える場合は要相談。 

使用教材 課題により印刷教材を配布する。 
参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

課題は、個人課題、ペア課題、グループ課題 1、グループ課題 2 の 4 種類。 

講義内で個人、グループ、全体への口頭評価、課題発表後に口頭でフィードバックする。 

また、グループ内で学生同士のフィードバックもある。 
オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠）  

1 

講義内容 講義内容、出欠、評価の概要について理解する。個人活動。 

該当到達目標 予習 英語に触れる機会を増やすための個人課題を出すので、受講期間中続けるこ

と。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

2 
講義内容 個人課題について発表し教員評価を受ける。簡単なグループ活動と発表。ペア活動の紹介と実践。 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

3 
講義内容 個人課題について発表し教員評価を受ける。ペア活動。グループ課題 1 の紹介。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

4 講義内容 個人課題についてペアで発表し合う。グループ課題 1 について理解する。専門用語・時事問題等 
該当到達目標 予習 個人課題を修正しながら続けること。 0.5 時間 
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1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

5 
講義内容 個人課題についてペアで発表し合う。グループ課題 1 の実践。専門用語・時事問題等 
該当到達目標 予習 個人課題を修正しながら続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

6 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 の実践。専門用語・時事問題等 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

7 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 の実践。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 グループ課題 1 の発表に向けて個人練習すること。 0.5 時間 

8 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 のリハーサル。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 グループ課題 1 の発表に向けて個人練習すること。 0.5 時間 

9 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題１の発表。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

10 
講義内容 発表について教員から口頭評価。自己評価・講義に対する評価（印刷物配布）。グループ課題 2 の説明 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

11 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 の内容構成。英語押韻について 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題の内容について必要事項を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

12 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 の内容構成。英語押韻について 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題の内容について必要事項を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

13 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 の練習。英語押韻について 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題２の練習をしておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

14 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 のリハーサル。 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題２の練習をしておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 グループ課題 2 の練習をしておく。 0.5 時間 

15 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題の発表。口頭で評価。自己評価・講義に対する評価

の記入（印刷物配布）。 
該当到達目標 予習 発表準備 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 

・講義内で電子辞書またはスマートフォンによる辞書検索を行うので持参すること。講義以外の使用については学生とし

て品位のある態度で取り扱うこと。 

・コミュニケーションのためのフレーズを毎回紹介するので、記録して講義中に使用すること。記録用媒体はノート、スマ

ートフォンなど個人で選択する。  
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看 029 英語 IIA（出雲春明）. 

科目名 英語 IIA（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL002 

英文名 English IIA 講義形態 講義 
担当教員 出雲 春明 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

幅広い現代的トピックをあつかったテキストにふれ、大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙

を獲得する。また、一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得するとともに、リスニング・ライ

ティング等の総合的な英語運用能力を高める。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能

力を高めるために、適宜、音声・映像教材を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙を獲得する。 
2. 一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得する。 
3. リスニング・ライティング・コミュニケーション等の総合的な英語運用能力を高める。 

評価方法 期末試験 50%  平常点 50%（授業への参加度、発言、発表課題など）の総合評価とする。 

使用教材 黒澤麻美・和治元義博 ・James A. Goddard『医学・薬学の世界 The World of Medicine』、朝日出版

社、2018 年。 ¥1,836。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 課題や試験はコメント・添削の上返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前もし

くは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、予習、復習、評価方法について確認する。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 講義におけるテキストの使用法について理解する。 0.5 時間 

2 
講義内容 Unit 1 Medical Professional Communication Skills ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 1-2.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

3 
講義内容 Unit 1 Medical Professional Communication Skills ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 3-4.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

4 
講義内容 Unit 1 Medical Professional Communication Skills ③ 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 5-6.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

5 
講義内容 Unit 4 Death and Dying ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 19-20.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

6 
講義内容 Unit 4 Death and Dying ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 21-22.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

7 講義内容 Unit 4 Death and Dying ③ 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 23-24.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 
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1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

8 
講義内容 Unit9 CAM, or Complementary and Alternative Medicine (Not Camera!) ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 49-50.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

9 
講義内容 Unit9 CAM, or Complementary and Alternative Medicine (Not Camera!) ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 51-52.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

10 
講義内容 Unit9 CAM, or Complementary and Alternative Medicine (Not Camera!) ③ 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 53-54.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

11 
講義内容 Unit14 Cancer Treatment (1): Up to Now ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 79-80.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

12 
講義内容 Unit14 Cancer Treatment (1): Up to Now ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 81-82.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

13 
講義内容 Unit14 Cancer Treatment (1): Up to Now ③ 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 83-84.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

14 
講義内容 Unit15 Cancer Treatment (2): Up and Coming ① 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 85-86.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 

15 
講義内容 Unit15 Cancer Treatment (2): Up and Coming ② 
該当到達目標 予習 テキスト pp. 87-88.の不明な単語を調べ、内容を把握しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 重要表現を復習し、それを用いて自分で表現してみる。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 
辞書必携。 
最低限の予習として不明な単語の意味や発音を調べておくこと。 
予習の際は、テキストの該当箇所をよく確認しておくこと。 
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看 029 英語 IIB（ステイシー・クローズ）. 

科目名 英語 IIB（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL002 

英文名 English IIC 講義形態 講義 
担当教員 ステイシー・クローズ 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

The goal of this course is to provide a foundation for using English in practical situations. 
This course will emphasize the application of English speaking and writing skills to 
communicate personal and academic information. Students will use a variety formats (for 
example, videos, posters and speeches) to bring their ideas to life. 

到達目標 
1. Communicate an authentic message in spoken or written form 
2. Research and understand ideas of global or personal interest in English 
3. Develop lifelong habits for studying, enjoying and using English 

評価方法 平常点 40%（単語試験、提出物など）、発表 30%, 定期試験 30%を総合的に評価する。 
Quizzes or homework due every week based on previous lesson. 

使用教材 Provided by instructor 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 課題はコメントをつけて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日の 2 限、質問はメールでも受け

付ける(9 号館 307 研究室) 
メールアドレス 
（＃→＠） stacy-c#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 Introduction of the course 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

2 
講義内容 Introducing yourself to others 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

3 
講義内容 Narrative story techniques and practice 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

4 
講義内容 Telling a narrative story 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

5 
講義内容 Researching places around the world 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

6 
講義内容 Presenting in conference poster style 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

7 
講義内容 Practicing grammar and vocabulary for demonstations 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 
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8 
講義内容 Practice for demonstration speeches 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

9 
講義内容 Techniques and practice for presenting a demonstration 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

10 
講義内容 Demonstration speeches 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

11 
講義内容 Comparing cultures in professional settings 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

12 
講義内容 Presenting a comparative culture topic 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

13 
講義内容 Taking academic notes 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

14 
講義内容 Pop culture and life long learning of English 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 

15 
講義内容 Presenting a summary of popular culture topic 
該当到達目標 予習 Preparation for the activity 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review the new words and phrases 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考  
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看 029 英語 IIC（柳澤順一）. 

科目名 英語 IIC（リテラシー） 科目 

ナンバリング 
LAL002 

英文名 English IIC 講義形態 講義 

担当教員 柳澤順一 

科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

幅広い現代的トピックをあつかったテキストにふれ、大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙

を獲得する。また、一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得するとともに、リスニング・ライ

ティング等の総合的な英語運用能力を高める。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能

力を高めるために、適宜、音声・映像教材を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙を獲得する。 
2. 一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得する。 
3. リスニング・ライティング・コミュニケーション等の総合的な英語運用能力を高める。 

評価方法 期末試験 50%  平常点 50%（出席率、発表課題、授業での発言など）の総合評価とする。 
使用教材 Viva! San Francisco, Hiroto Ohyagi & Timothy Kiggell, Macmillan Language House (1998) 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

レポートは評価またはショートコメントを付した後返却する（学期末課題については返却しないことがあ

る）。期末試験は採点後、得点を通知する（非常勤のため事務局経由での通知）。 
オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠） jyanagisawa555#gmail.com 

1 
講義内容 Introduction (1), Introductory DVD-Watching 
該当到達目標 予習 特になし（語彙調べ） 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 プリント練習問題の解法 0.5 時間 

2 
講義内容 Introduction (2), 英検 CAT の利用法 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

3 
講義内容 Chapter 1 Where Do I Get the Bus? 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

4 
講義内容 Chapter 2 Do You Have a Reservation Ma’am? 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

5 
講義内容 Chapter 3 Could You Repeat That? 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

6 
講義内容 Chapter 4 I’ll Take the Wrangler Convertible 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 
7 講義内容 Chapter 5 Would You Like Soup or Salad? 



75 
 

該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 
1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

8 
講義内容 Review of Chapters 1-5; Additional DVD-Watching (1) 
該当到達目標 予習 Chapter 1-5 の重要語句の暗唱 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 練習問題プリントの解法、Communication Focus 1-5 の表現を整理 0.5 時間 

9 
講義内容 Additional DVD-Watching (2) 
該当到達目標 予習 特になし（語彙調べ） 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 練習問題プリントの解法 0.5 時間 

10 
講義内容 Chapter 6 Where’s the Fitting Room? 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

11 
講義内容 Chapter 7 Would You Mind Taking My Picture? 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

12 
講義内容 Chapter 8 Good to See You! 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

13 
講義内容 Chapter 9 I Enjoyed My Stay 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成 0.5 時間 

14 
講義内容 Chapter 10 Aisle Seat, Please 
該当到達目標 予習 1st & 2nd Viewing 精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Face the Camera サマリー作成、 英検 CAT ポートフォリオ作成 0.5 時間 

15 
講義内容 Review of Chapters 6-10 
該当到達目標 予習 Chapter 6-10 の重要語句を暗唱 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Communication Focus 6-10 の表現を整理 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 CALL 教室を使用する。データ保存用の USB メモリを必ず持参すること。 
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看 030 英語 IIIA（柳澤順一）. 

科目名 英語 IIIA（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL003 

英文名 English IIIA 講義形態 講義 
担当教員 柳澤順一 

科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

大学生に必要とされる基礎的な英語運用能力のうち、とりわけリーディング・スキル獲得のための講義を

行う。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能力を高めるために、適宜、音声・映像教材

を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 大学生レベルの英文を読むための、基礎的な語彙を獲得する。 
2. 一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを獲得する。 
3. リスニング・ライティング・コミュニケーション等の総合的な英語運用能力を高める。 

評価方法 出席 10%、平常点 40%（単語試験、提出物など）、定期試験 50%を総合的に評価する。 

使用教材 Select Readings Pre-Intermediate, Linda Lee & Erik Gundersen, Oxford University Press 
(2011) 

参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

レポートは評価またはショートコメントを付した後返却する（学期末課題については返却しないことがあ

る）。期末試験は採点後、得点を通知する（非常勤のため事務局経由での通知）。 
オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠） jyanagisawa555#gmail.com 

1 
講義内容 Introduction 
該当到達目標 予習 特になし（語彙調べ） 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 基礎語彙力テストの復習、プリント問題の解法 0.5 時間 

2 
講義内容 Chapter 1 Are You Getting Enough Sleep? (1) 
該当到達目標 予習 当該パラグラフの精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.3 0.5 時間 

3 
講義内容 Chapter 1 Are You Getting Enough Sleep? (2) 
該当到達目標 予習 当該パラグラフの精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.4 0.5 時間 

4 
講義内容 Chapter 1 Are You Getting Enough Sleep? (3) 
該当到達目標 予習 Post-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Building vocabulary p.7 0.5 時間 

5 
講義内容 Chapter 2 Mika’s Homestay in London (1) 
該当到達目標 予習 Pre-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.13 0.5 時間 

6 
講義内容 Chapter 2 Mika’s Homestay in London (2) 
該当到達目標 予習 当該パラグラフの精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.14 0.5 時間 
7 講義内容 Chapter 2 Mika’s Homestay in London (3) 
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該当到達目標 予習 Post-reading exercises 0.5 時間 
1, 2, 3 復習 Building vocabulary p.17 0.5 時間 

8 
講義内容 Chapter 3 It’s Not Always Black and White (1) 
該当到達目標 予習 Pre-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.23 0.5 時間 

9 
講義内容 Chapter 3 It’s Not Always Black and White (2) 
該当到達目標 予習 当該パラグラフの精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.24 0.5 時間 

10 
講義内容 Chapter 3 It’s Not Always Black and White (3) 
該当到達目標 予習 Post-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Building vocabulary p.27 0.5 時間 

11 
講義内容 Chapter 4 Helping Others (1) 
該当到達目標 予習 Pre-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.33 0.5 時間 

12 
講義内容 Chapter 4 Helping Others (2) 
該当到達目標 予習 当該パラグラフの精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.34 0.5 時間 

13 
講義内容 Chapter 4 Helping Others (3) 
該当到達目標 予習 Post-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Building vocabulary p.37 0.5 時間 

14 
講義内容 Chapter 5 Generation Z: Digital Natives (1) 
該当到達目標 予習 Pre-reading exercises 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.43 0.5 時間 

15 
講義内容 Chapter 5 Generation Z: Digital Natives (2) 
該当到達目標 予習 当該パラグラフの精読 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 スラッシュ・リーディング練習 p.44 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 PC 教室での講義の場合、テキストファイル保存用の USB メモリを必ず持参すること。 
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看 030 英語 IIIB（飛田ルミ）. 

科目名 英語 IIIB（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL003 

英文名 English IIIB 講義形態 講義 
担当教員 飛田 ルミ 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医療従事者と患者との対話例、看護師としての心得、看護現場で必要とされる専門用語など、実際の医

療現場で必要とされる英語力を総体的に学習できる教材を用いて、語彙力、読解力、基礎的な医療現場

での会話表現を習得する。演習では教員と受講者の双方向コミュニケーションが可能な学習支援システ

ムを活用したアクティブラーニングを実践し、課題としてプレゼンテーションを行うことにより、総体的な英

語コミュニケーション能力の向上を目指す。 

到達目標 
1. 大学レベルの基本的な語彙・文法を習得する。 
2. 看護現場に必要な専門用語を習得し、看護関連の英文リーディング・スキルを向上させる。 
3. 総合的な英語コミュニケーション能力を高める。 

評価方法 授業参加度（10%）と小テスト／課題遂行度（30%）、試験（60%）から総合的に評価する。 
使用教材 樋口晶彦看他 「護英語への総合的アプローチ」 First Aid! English for Nursing 金星堂 
参考文献 授業にて紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

プレゼンテーションなどの課題に対して評価シートを返却しフィードバックをする。 
レポート、小テスト、期末試験は採点の後返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

前期：月曜日 4 時限（非常勤講師室） 
後期：木曜日 5 時限（非常勤講師室） 

メールアドレス 
（＃→＠） rtobita#ashitech.ac.jp 

1 
講義内容 講義概要の紹介 Unit 1 First Visit to a Hospital  Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 シラバスを読み授業内容を理解しておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

2 
講義内容 Unit 1 First Visit to a Hospital Reading 語彙問題 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

3 
講義内容 Unit 2 How to Fill in a Registration Form  Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

4 
講義内容 Unit 2 How to Fill in a Registration Form 語彙問題 Unit 3 Let’s ask about Mr. Brown’s 

Daily Activities  Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

5 
講義内容 Unit 3 Let’s ask about Mr. Brown’s Daily Activities 語彙問題  Unit 4 Mr. Brown’s 

Symptoms Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

6 
講義内容 Unit 4 Mr. Brown’s Symptoms 語彙問題 Unit 5 Medical Check Up 1  Listen and Talk, 

Reading  
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 
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7 
講義内容 Unit 5 Medical Check Up 1 語彙問題 Unit 6 Medical Check Up 2  Listen and Talk, Reading  
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

8 
講義内容 Unit 6 Medical Check Up 2 語彙問題 Unit 7 Mr. Brown’s Diagnosis  Listen and Talk, 

Reading  
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

9 
講義内容 Unit 7 Mr. Brown’s Diagnosis 語彙問題 Unit 8 Mr. Anderson’s Symptoms  Listen and Talk, 

Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

10 
講義内容 Unit 8 Mr. Anderson’s Symptoms 語彙問題 Unit 9 Let’s Ask More about Mr. Anderson’s 

Symptoms  Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

11 
講義内容 Unit 9 Let’s Ask More about Mr. Anderson’s Symptoms 語彙問題 10 Explaining Blood Test 

Results  Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

12 
講義内容 10 Explaining Blood Test Results 語彙問題 Unit 11 How to Take Medicine  Listen and Talk, 

Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

13 
講義内容 Unit 11 How to Take Medicine 語彙問題 Unit 12 Mrs. Johnson Feels Dizzy  Listen and 

Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

14 
講義内容 Unit 12 Mrs. Johnson Feels Dizzy 語彙問題 Unit 13 An MRI Test Listen and Talk, Reading 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 

15 
講義内容 Unit 13 An MRI Test 語彙問題  総括 
該当到達目標 予習 Reading と語彙問題で不明な部分を調べる。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Listening 問題と Reading の内容確認と語彙問題を復習する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考  
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看 030 英語 IIIC（織原義明）. 

科目名 英語 IIIC（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL003 

英文名 English IIIC 講義形態 講義 
担当教員 織原 義明 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

看護・医療に関する英文テキストを用いて、リーディング、リスニング、ライティング等の総合的な英語運

用能力を高めるための講義を行う。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能力を高める

ために、適宜、音声教材を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 痛みや症状、薬などに関する基本的な英語の語彙力を身につける。 
2. リーディング、リスニング、ライティング等の総合的な英語運用能力を高める。 
3. 英語学習を通して専門用語の学び方を身につける。 

評価方法 授業への参加度と平常点（小テスト）40%、期末試験 60%から総合的に評価する。 

使用教材 First Aid! English for Nursing 看護英語への総合的アプローチ, 
樋口晶彦 / John Tremarco 著, 金星堂, ￥1,900 ( 税込 ￥2,090 ) 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 小テスト、期末試験は採点後に返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 授業開始前もしくは終了後に応じる。 メールアドレス 

（＃→＠） 初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 ガイダンス、Unit 1 - First Visit to a Hospital 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

2 
講義内容 Unit 2 - How to Fill in a Registration Form 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

3 
講義内容 Unit 3 - Let’s Ask about Mr. Brown’s Daily Activities 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

4 
講義内容 Unit 4 - Mr. Brown’s Symptoms 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

5 
講義内容 Unit 5 - Medical Check Up 1 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

6 
講義内容 Unit 6 - Medical Check Up 2 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

7 
講義内容 Unit 7 - Mr. Brown’s Diagnosis 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 
8 講義内容 Unit 8 - Mr. Anderson’s Symptoms 
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該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 
1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

9 
講義内容 Unit 9 - Let’s Ask More about Mr. Anderson’s Symptoms 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

10 
講義内容 Unit 10 - Explaining Blood Test Results 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

11 
講義内容 Unit 11 - How to Take Medicine 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

12 
講義内容 Unit 12 - Mrs. Johnson Feels Dizzy 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

13 
講義内容 Unit 13 - An MRI Test 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

14 
講義内容 Unit 14 - Recommending an Operation 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

15 
講義内容 Unit 15 - Post-operative Care 
該当到達目標 予習 Reading, Medical Terminology, Further Study を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Useful Expressions を覚える。専門用語を理解し、その英語表現を覚える。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考  
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看 031 英語 IVA（岡田和子）. 

科目名 英語ⅣA（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL004 

英文名 English IVA 講義形態 講義 
担当教員 岡田和子 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

看護・医療の現場において必要とされる英語に焦点を絞ったテキストを用い、基礎的な医療現場での会

話表現を習得する。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能力を高めるために、適宜、

音声・映像教材を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 医療コミュニケーションの英語運用能力を身に付ける。 
2．看護・医療に関する基礎的な語彙を獲得する。 
3. 看護・医療に関する英文読解のためのリーディング・スキルを獲得する。 

評価方法 平常点 20%（予習・発表状況など）、定期試験 80%を総合的に評価する。 
使用教材 自作プリント配布 （1. 看護のための実践メディカル英語  2. 問診票英語版） 

参考文献 １．『沈みゆく大国アメリカ――逃げ切れ！日本の医療』堤未果（著） 集英社新書 2015 
２．『日本が売られる』堤未果（著）幻冬社新書 2018 

課題に対する 
フィードバック 課題、試験等の解説は授業中に行う。必要な場合は添削・コメントを付した後返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 火曜の 4 限まで。1 号館 1 階の講師室 メールアドレス 

（＃→＠） 非公開 

1 
講義内容 第 1 課 痛みに関する英語表現 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

2 
講義内容 第 2 課 外来での英会話（診察前） 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

3 
講義内容 第 3 課 外来での英会話（診察後） 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

4 
講義内容 ○○科の言い方  身体部位の表現（hip は「尻」ではない） 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

5 
講義内容 第 4 課 医療面接での英会話（主訴・現病歴）  問診票① 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

6 
講義内容 第 5 課 医療面接での英会話（既往歴・家族歴・社会歴） 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 
7 講義内容 第 6 課 健康状態に関する英語表現 
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該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 
1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

8 
講義内容 第 7 課 症状に関する英語表現    問診票② 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

9 
講義内容 第 8 課 検査に関する英語表現 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

10 
講義内容 第 9 課 検査に関する英語表現（続） 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

11 
講義内容 第 10 課 介助で使う英語表現 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

12 
講義内容 第 10 課 介助で使う英語表現（続） 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

13 
講義内容 問診票③④ 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

14 
講義内容 健康保険・医療職名称・病名等の注意すべき表現 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 テキストを読んで内容を理解する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 専門用語と表現をまとめ、ポイントの英語表現を暗記する 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考  
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看 031 英語 IVB（織原義明）. 

科目名 英語 IVB（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL004 

英文名 English IVB 講義形態 講義 
担当教員 織原 義明 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

科学の楽しみが味わえる英文テキストを用いて、リーディング、リスニング、ライティング等の総合的な英

語運用能力を高めるための講義を行う。授業は基本的に演習形式で進め、受講者の英語運用能力を高

めるために、適宜、音声教材を用いた活動を取り入れる。 

到達目標 
1. 一般的な英文読解のためのリーディング・スキルを身につける。 
2. リーディング、リスニング、ライティング等の総合的な英語運用能力を高める。 
3. 英語学習を通して専門用語の学び方を身につける。 

評価方法 授業への参加度と平常点（小テスト）40%、期末試験 60%から総合的に評価する。 

使用教材 Science for Fun! 楽しんで読む最新科学,  
服部圭子 / 山下弥生 / 長谷川由美 / Robert Perkins 編著, 金星堂, ￥1,900 ( 税込 ￥2,090 ) 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 小テスト、期末試験は採点後に返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 授業開始前もしくは終了後に応じる。 メールアドレス 

（＃→＠） 初回授業時に提示する。 

1 

講義内容 ガイダンス、Unit 1 - Secret Taste Cells – In Some Surprising Places 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

2 

講義内容 Unit 2 - Singing Sand 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

3 

講義内容 Unit 3 - Christmas Tree Science 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

4 

講義内容 Unit 4 - Watch a Zebrafish Think 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

5 

講義内容 Unit 5 - The Time-Traveling Flower 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 
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6 

講義内容 Unit 6 - Super Seaweed-Slurping Gut Bugs 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

7 

講義内容 Unit 7 - Self-Driving Cars Will Make the World a Better Place 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

8 

講義内容 Unit 8 - Your Brain on Music 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

9 

講義内容 Unit 9 - Blast Off! Astronauts Will Print Custom Tools 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

10 

講義内容 Unit 10 - Too Quick to Be Roadkill 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

11 

講義内容 Unit 11 - Meet Your Mighty Microbes 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

12 

講義内容 Unit 12 - Raise Your Hand, Robots Go to School 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

13 

講義内容 Unit 13 - Jet Lag = Brain Damage for Hamsters 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

14 

講義内容 Unit 14 - What Do Elephants and Rats Have in Common? 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

15 

講義内容 Unit 15 - Spying on Disease 

該当到達目標 予習 Key Vocabulary, Pre-reading Question, Reading the Article を調べておく。

Grammar Tips を読んでおく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Reading the Article の内容を再確認。Grammar Exercise を再度実施。理解

できなかった専門用語を調べ、その英語表現を覚える。 0.5 時間 

合計時間（予習・復習） 15 時間 
備考  
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看 031 英語 IVC（山田 HAY 美由紀）. 

科目名 英語 IVC（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL004 

英文名 English IVC 講義形態 講義 
担当教員 山田 HAY 美由紀 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

この講義では、看護の現場において必要とされるコミュニケーション能力を英語をツールとして習得す

る。各自が自分の考えを持って英語で意見交換できる課題、コミュニケーションを必要とするグループ活

動課題等を通し、日常英語の語彙、リスニング能力、英語表現力を身につける。また、専門用語に使用

される英語についての理解、発音、使用例などに触れる。時事問題について時勢に沿ったテーマを取り

上げる時間も設ける。講義は学生の既習内容を考慮した上、英語で行う。質問、疑問、意見等はその都

度か講義後に発言すること。質問や意見は、積極的な参加態度、自己表現として奨励する。グループ課

題終了後、自己評価・講義に対する評価用紙に記入することもできる。 

到達目標 
1. 英語を使って自己の考えを口頭表現することができる。 
2. 英語を使って自己の考えを口頭表現することができる。 
3. 協力して課題を解決していくことにより、互いの能力を認め合い、個人を尊重する姿勢を身につける。 

評価方法 

講義は実技中心のため、時間内のコミュニケーション状況(30%)、課題発表(50%)、講義への参加(20%)
を評価する。個人課題は、講義の始めに毎回評価する。ペア、グループ課題は講義内での実践中、各人

の英語によるコミュニケーションの様子を評価する。コミュニケーションのためのキーフレーズを毎時紹介

するので、記録して課題実践中に使うことが期待される。講義内外でのコミュニケーション（参加度）も評

価の対象となる。自己評価用紙の記入は行うが、筆記試験による評価は行わない。講義に参加すること

が評価の対象になるので、欠席は 3 日を超えないよう留意すること。超える場合は要相談。 

使用教材 課題により印刷教材を配布する。 
参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

課題は、個人課題、ペア課題、グループ課題 1、グループ課題 2 の 4 種類。 
講義内で個人、グループ、全体への口頭評価、課題発表後に口頭でフィードバックする。 
また、グループ内で学生同士のフィードバックもある。 

オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠）  

1 

講義内容 講義内容、出欠、評価の概要について理解する。個人活動。 

該当到達目標 予習 英語に触れる機会を増やすための個人課題を出すので、受講期間中続けるこ

と。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review  0.5 時間 

2 
講義内容 個人課題について発表し教員評価を受ける。簡単なグループ活動と発表。ペア活動の紹介と実践。 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

3 
講義内容 個人課題について発表し教員評価を受ける。ペア活動。グループ課題 1 の紹介。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 
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4 
講義内容 個人課題についてペアで発表し合う。グループ課題 1 について理解する。専門用語・時事問題等 
該当到達目標 予習 個人課題を修正しながら続けること。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

5 
講義内容 個人課題についてペアで発表し合う。グループ課題 1 の実践。専門用語・時事問題等 
該当到達目標 予習 個人課題を修正しながら続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

6 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 の実践。専門用語・時事問題等 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

7 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 の実践。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 グループ課題１の発表に向けて個人練習すること。 0.5 時間 

8 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 のリハーサル。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 グループ課題１の発表に向けて個人練習すること。 0.5 時間 

9 
講義内容 個人課題についてグループ内で評価し発表する。グループ課題 1 の発表。 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

10 
講義内容 発表について教員から口頭評価。自己評価・講義に対する評価（印刷物配布）。グループ課題２の説明 
該当到達目標 予習 評価を参考に個人課題を続ける。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

11 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 の内容構成。英語押韻について 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題の内容について必要事項を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

12 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 の内容構成。英語押韻について 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題の内容について必要事項を調べておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

13 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 の練習。英語押韻について 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題 2 の練習をしておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 

14 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題 2 のリハーサル。 
該当到達目標 予習 個人課題を続ける。グループ課題 2 の練習をしておく。 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 グループ課題２の練習をしておく。 0.5 時間 

15 
講義内容 個人課題のグループ内評価と発表。グループ課題の発表。口頭で評価。自己評価・講義に対する評価

の記入（印刷物配布）。 
該当到達目標 予習 発表準備 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 Review 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 

・講義内で電子辞書またはスマートフォンによる辞書検索を行うので持参すること。講義以外の使用については学生とし

て品位のある態度で取り扱うこと。 

・コミュニケーションのためのフレーズを毎回紹介するので、記録して講義中に使用すること。記録用媒体はノート、スマ

ートフォンなど個人で選択する。  
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看 032 IntegratedEnglishI（クリス・ターン）. 

科目名 Integrated English I（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL005 

英文名 Integrated English I 講義形態 講義 
担当教員 クリス・ターン 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

本講義では、海外英語研修参加希望者を対象とする。英語による日常英会話レベルのコミュニケーショ

ン能力を獲得することを講義目標としている。教員より、コミュニケーションをとる必要がある様々な場面

設定が提示される。受講生はその対応を考え、実践演習を行う。その後課題を分析し、再度実践演習を

行う。また、学生生活で学んだ英語をまとめてノートを作成する。 

到達目標 

1. コミュニケーションの基礎知識を学ぶ 
2. 海外での様々な場面を想定した英会話の練習をする 
3. プレゼンテーションの実践演習を行う 
また海外英語研修に向けた事前準備や説明を行う。 

評価方法 授業内パフォーマンス 90%、提出物 10% 
使用教材 特に定めない。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 提出物にはコメントをつけて返却する。個人面談を行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜 3 限、金曜 3 限 
（1 号館 315 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） tarn#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 What is communication? 
該当到達目標 予習 なし 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 授業内容について要約する 0.5 時間 

2 
講義内容 Cognitive Psychology: Get to Know Yourself 
該当到達目標 予習 自分自身について書く 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 自分のインターナショナル・スキルについて書く 0.5 時間 

3 
講義内容 Social Skills 
該当到達目標 予習 社会心理学について事前調べを行う 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 改善すべき自分の社会的スキルについて書く 0.5 時間 

4 
講義内容 The Power of Imagination and Innovation 
該当到達目標 予習 行きたい国、行きたい理由を挙げる 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 その国について調べる 0.5 時間 

5 
講義内容 Learning to Control a Conversation 
該当到達目標 予習 言葉が理解できない状況でどういくコミュニケーションが有効か考える 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 ホストファミリーとの会話例を考える 0.5 時間 

6 
講義内容 Listening Strategies 
該当到達目標 予習 訪問国の英語発音について調べる 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 訪問国の短編映画やアニメを見る 0.5 時間 

7 講義内容 Basic English: Self Introduction and First Step for Communication in English 
該当到達目標 予習 自己紹介文を書く 0.5 時間 
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1, 2, 3 復習 自己紹介文を仕上げる 0.5 時間 

8 
講義内容 Create your own English Database 
該当到達目標 予習 ノートの準備をする 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 English Database を作成する 0.5 時間 

9 
講義内容 Meet a Foreigner  
該当到達目標 予習 外国人ゲストとの会話を考える 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 外国人ゲストとの会話から、スピーキングの課題を見つける 0.5 時間 

10 
講義内容 Speech Basics: Talking to Audience 
該当到達目標 予習 相手に伝わるプレゼンテーションについて調べる 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 大学紹介についてのパワーポイントを作成する 0.5 時間 

11 
講義内容 Presentation 1 
該当到達目標 予習 自分の学科（専門）についてのプレゼンテーションを作成する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 プレゼンテーションの直しと仕上げをする 0.5 時間 

12 
講義内容 Presentation 2 
該当到達目標 予習 テーマについてのプレゼンテーションの準備をする 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 プレゼンテーションの直しと仕上げをする 0.5 時間 

13 
講義内容 Make your own Textbook 1 
該当到達目標 予習 海外研修・ホームステイを想定し自分自身のテキストブックを作成する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 海外研修・ホームステイを想定し自分自身のテキストブックを作成する 0.5 時間 

14 
講義内容 Do Group Work to Improve your Textbook 
該当到達目標 予習 グループごとに各自のテキストブックについて話し合い改善する 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 想定した研修やホームステイについてレポートを書く 0.5 時間 

15 
講義内容 Conclusion 
該当到達目標 予習 これまでの授業の復習をする 0.5 時間 

1, 2, 3 復習 全講義を通して学んだことをレポートにする 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 本講義は海外英語研修参加者を対象とする。予習復習時間については各自補完すること。 
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看 033 IntegratedEnglishII（嶋田和成）. 

科目名 Integrated English II（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL006 

英文名 Integrated English II 講義形態 講義 
担当教員 嶋田 和成 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

基本文法事項を整理しながら、TOEIC テスト受験に必要とされる基礎的な英語力養成を主眼とする。そ

のため授業では、TOEIC テスト形式の問題演習を中心に据えて、英語の基礎力を主にリスニングとリ

ーディングの面から強化する。また、語彙を増やすことにも重点を置く。授業は、教科書を使って TOEIC
テスト形式の模擬問題演習と受講生同士によるコミュニケーション活動の形で進める。 

到達目標 

1. TOEIC テストの形式と内容を理解できる。 
2. 語彙力が身につく。 
3. 文法事項を理解できる。 
4. リスニング力が身につく。 
5. リーディング力が身につく。 

評価方法 授業への参加度、発表、課題（40%）、期末試験（60%）で評価する。 

使用教材 
妻鳥千鶴子他.(2016).First Time Trainer for the TOEIC® Test. 東京：センゲージラーニング.2,000
円 

参考文献 授業内で紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 課題の解説をする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

木曜 3 限、金曜 5 限 
（研究室：9 号館 3 階 303） 

メールアドレス 
（＃→＠） shimada-k # takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス・TOEIC テストとは 
該当到達目標 予習 教科書の前書き、シラバスの内容を読んで、講義の目標などを理解する。 0.5 時間 

1 復習 講義内容を理解し、TOEIC テストの概要と学習法を確認する。 0.5 時間 

2 
講義内容 Unit 1: Shopping 
該当到達目標 予習 Unit 1 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 1 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

3 
講義内容 Unit 2: Daily Life 
該当到達目標 予習 Unit 2 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 2 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

4 
講義内容 Unit 3: Transportation 
該当到達目標 予習 Unit 3 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 3 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

5 
講義内容 Unit 4: Jobs 
該当到達目標 予習 Unit 4 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 4 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

6 講義内容 Unit 5: Meals 
該当到達目標 予習 Unit 5 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 



92 
 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 5 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

7 
講義内容 Unit 6: Communication 
該当到達目標 予習 Unit 6 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 6 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

8 
講義内容 Units 1-6 のまとめ 
該当到達目標 予習 指定されたリスニング・リーディングの問題を解く。 0.5 時間 

1, 2, 3, 4, 5 復習 解説を聞いて理解し、間違えたところを確認する。 0.5 時間 

9 
講義内容 Unit 7: Fun 
該当到達目標 予習 Unit 7 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 7 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

10 
講義内容 Unit 8: Office Work 
該当到達目標 予習 Unit 8 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 8 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

11 
講義内容 Unit 9: Meeting 
該当到達目標 予習 Unit 9 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 9 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

12 
講義内容 Unit 10: Travel 
該当到達目標 予習 Unit 10 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 10 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

13 
講義内容 Unit 11: Finance 
該当到達目標 予習 Unit 11 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 11 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

14 
講義内容 Unit 12: Business 
該当到達目標 予習 Unit 12 の語彙の意味を調べる。 0.5 時間 

2, 3, 4, 5 復習 Unit 12 の練習問題の内容を理解する。 0.5 時間 

15 
講義内容 Units 7-12 のまとめ 
該当到達目標 予習 指定されたリスニング・リーディングの問題を解く。 0.5 時間 

1, 2, 3, 4, 5 復習 解説を聞いて理解し、間違えたところを確認する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考  

  



93 
 

 
看 034 ドイツ語（大石桂子）. 

科目名 ドイツ語 （リテラシー） 
科目 
ナンバリング LAL007 

英文名 German 講義形態 講義 

担当教員 大石 桂子 

科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 ・ 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 

  論理的思考・問題解決力   生涯学習力 

  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

日常生活でよく登場する話題を題材に、ドイツ語で自己表現できるようになる。会話練習と文法

学習の両面から、理解力（読む、聞く）と表現力（書く、話す）を養い、基礎を定着させる。また、

講義中のドイツ文化、風景、歴史などの紹介を通して、ドイツ語圏の魅力に触れる。 
毎回の講義では、教科書の他に、配布プリントによって文法・会話の演習を行う。 

到達目標 

1. ドイツ語であいさつ、自己紹介したり基本の会話表現を活用できる。 
2. 動詞の人称変化を理解し、活用できる。 
3. 冠詞の格変化を理解し、活用できる。 
4. 分離動詞、話法の助動詞を理解し、活用できる。 
5. 現在完了形を理解し、活用できる。 

評価方法 定期試験(60%)、小テスト・提出課題(40%)に、授業への積極性などを加味する。 
使用教材 『アプファールト＜ノイ＞』三修社。また、講義中に補助プリントを配布する。 
参考文献 講義中に指示する。 
課題に対する 
フィードバック 小テストや提出課題は採点、解説を記入して返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日の 2 時限、金曜日の 2 時限。 
（1 号館 6 階 601） 

メールアドレス 
（＃→＠） oishi#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、ドイツ語の ABC、挨拶① 
該当到達目標 予習 テキストの付属 CD でアルファベットの発音を確認する。 1 時間 

1 復習 アルファベット、挨拶の表現を CD で復習する。 1.5 時間 

2 
講義内容 挨拶②、発音練習､ドイツ語を使う国々の紹介 
該当到達目標 予習 CD でウムラウトなどの発音を確認する。 1 時間 

1 復習 配布プリントの発音を確認する。 1.5 時間 

3 
講義内容 Lektion 1 人と知り合う:名前､出身､住所をたずねる 
該当到達目標 予習 テキストの Lektion1 の会話文を CD で聞く。 1 時間 

1 復習 自己紹介の仕方を確認する。 1.5 時間 

4 
講義内容 Lektion 1 動詞の人称変化 (1)､疑問文 
該当到達目標 予習 規則変化動詞の現在人称変化を確認する。 1 時間 

2 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 

5 
講義内容 Lektion 2 人を誘う:友人を紹介する､数､電話番号 
該当到達目標 予習 テキストの Lektion 2 の会話文を CD で聞く。数字の発音を確認する。 1 時間 
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1,2 復習 0～20 までの数字の発音を定着させる。 1.5 時間 

6 
講義内容 Lektion 2 動詞の人称変化 (2)､語順など 
該当到達目標 予習 不規則変化動詞の現在人称変化を確認する。 1 時間 

2 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 

7 
講義内容 Lektion 3 道の尋ね方･答え方:位置･方向を表す語 
該当到達目標 予習 テキストの Lektion 3 の会話文を CD で聞く。 1 時間 

1,3 復習 道案内の表現を確認する。 1.5 時間 

8 
講義内容 Lektion 3 名詞の性､定冠詞と不定冠詞など 
該当到達目標 予習 冠詞の 1 格を確認する。 1 時間 

3 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 

9 
講義内容 Lektion 4 買い物:値段､気に入った? 
該当到達目標 予習 テキストの Lektion 4 の会話文を CD で聞き、発音を確認する。 1 時間 

1,3 復習 値段の表現を確認する。 1.5 時間 

10 
講義内容 Lektion 4 冠詞の 3 格､前置詞など 
該当到達目標 予習 冠詞の 3 格を確認する。 1 時間 

3 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 

11 
講義内容 Lektion 5 週末や休暇の予定:天候､一日の行動 
該当到達目標 予習 テキストの Lektion 5 の会話文を CD で聞き、発音を確認する。 1 時間 

1,4 復習 予定を表す表現を確認する。 1.5 時間 

12 
講義内容 Lektion 5 分離動詞､話法の助動詞など 
該当到達目標 予習 分離動詞の仕組みを確認する。 1 時間 

4 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 

13 
講義内容 Lektion 6 過去のできごと:時を表す表現 
該当到達目標 予習 テキストの Lektion 6 の会話文を CD で聞き、発音を確認する。 1 時間 

1,5 復習 過去の表現を確認する。 1.5 時間 

14 
講義内容 Lektion 6 過去分詞､現在完了 
該当到達目標 予習 現在完了文の仕組みを確認する。 1 時間 

5 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 Lektion 1～6 の重要文法を確認する。 1 時間 

1-5 復習 配布プリントの問題を解く。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 38 時間 

備考 予習・復習については試験前の学習で補完すること。 
  



95 
 

 
看 035 フランス語（ロワイエ・アンヌ＝ソフィー）. 

科目名 フランス語（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL008 

英文名 French 講義形態 講義 
担当教員 ロワイエ・アンヌ＝ソフィー 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

フランス語に興味を持ってもらう。教科書の内容を中心に進める。コミュニケーションを目的にした授

業のため、フランス語を用いた会話を随時取り入れる。 

到達目標 1.フランス語で簡単な会話ができる 
2.フランス語検定 5 級相当の文法を理解する 

評価方法 テキスト内のテストにて文法理解度を確認 50％、授業内の発言・ロールプレイ等 50％ 

使用教材 「フランス語をひとつひとつわかりやすく。―超基礎からの個人授業」 学研教育出版 
ISBN978-4-05-303813-5 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 授業内で取り組んだテストをチェックして返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は、授業開始前もしくは終了後

に応じる。 メールアドレス 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 主語になる代名詞 ／ être の使い方① 
該当到達目標 予習 第 1 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 1 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

2 
講義内容 être の使い方② ／ -er で終わる動詞① 
該当到達目標 予習 第 2 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 2 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

3 
講義内容 -er で終わる動詞② ／ avoir の使い方 
該当到達目標 予習 第 3 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 3 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

4 
講義内容 男性名詞と女性名詞 ／ 名詞の複数形 
該当到達目標 予習 第 4 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 4 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

5 
講義内容 The や this にあたる語 ／ 数えられない名詞 
該当到達目標 予習 第 5 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 5 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

6 
講義内容 「私の「彼の」など ／ 形容詞の使い方 
該当到達目標 予習 第 6 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 6 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

7 
講義内容 否定文の作り方① ／ 否定文の作り方② 
該当到達目標 予習 第 7 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 7 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 
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8 
講義内容 疑問文の作り方① ／ 疑問文の作り方② 
該当到達目標 予習 第 8 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 8 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

9 
講義内容 aller/venir の使い方 ／ -ir で終わる動詞 
該当到達目標 予習 第 9 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 9 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

10 
講義内容 Faire の使い方 ／ 「いつ？」とたずねる文 
該当到達目標 予習 第 10 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 10 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

11 
講義内容 「どこ？」とたずねる文 ／ 「なぜ？」とたずねる文 
該当到達目標 予習 第 11 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 11 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

12 
講義内容 「どのように？」とたずねる文 ／ 値段や数をたずねる文 
該当到達目標 予習 第 12 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 12 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

13 
講義内容 「どの？」「どんな？」とたずねる文 ／ 「何歳？」とたずねる文 
該当到達目標 予習 第 13 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 13 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

14 
講義内容 「何時？」とたずねる文 ／ 「何？」「だれ？」とたずねる文 
該当到達目標 予習 第 14 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 14 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

15 
講義内容 前置詞の使い方 ／ 「～しなさい」 
該当到達目標 予習 第 15 回で取り組む単元を CD で聞いておく。 0.5 時間 
1,2 復習 第 15 回で取り組んだ単元を再確認しておく。 0.5 時間 

合計時間（予習・復習） 15 時間 
備考 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 036 ポルトガル語（伊勢島セリア）. 

科目名 ポルトガル語（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL009 

英文名 Portuguese 講義形態 講義 
担当教員 伊勢島 セリア明美 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

ポルトガル語の基礎文法を習得することを目標とします。 
又、ポルトガル語圏文化を紹介したいと思います。 
テキストに沿って、文法事項を確認しながら、練習問題に答えて頂きます。 
授業の後半は応用会話の練習及びリスニングを行います。 

到達目標 
1.初歩レベルの日常会話 
2.多文化に触れる 

評価方法 
計 3 回のミニ会話の発表で 100%評価。 
評価 60%以上を合格とします。 

使用教材 
Vamos falar português! Edição Revisada・重松由美著・朝日出版社・２０２０年改訂版・２３００円

＋税 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 応用会話の内容を確認し、必要に応じて補足の説明を行います。 

オフィスアワー 
（研究室） 

授業日の授業開始前もしくは終了後に

教室等で相談に応じます。 メールアドレス 連絡手段は初回授業時に提示しま

す。 

1 
講義内容 ガイダンス、アルファベット、発音、基本挨拶の表現 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで、講義の目標などを理解する。 1.5 時間 
1 復習 文字と発音を確認する。数詞 0～10 を覚える。 1.5 時間 

2 
講義内容 飲み物・食べ物の注文 
該当到達目標 予習 冠詞を覚える。数詞 11～30 を確認する。「飲み物・食べ物」を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 アイテムを指しながら質問が出来るようにする。「授業で使う表現」を覚える。 1.5 時間 

3 
講義内容 自己紹介 
該当到達目標 予習 動詞 ser の活用形を覚える。「学校に関する言葉」を確認する。 1.5 時間 
1 復習 挨拶と自己紹介ができるようにする。「国籍」、「言語」を確認する。 1.5 時間 

4 
講義内容 相手の出身地・電話番号等を尋ねる 
該当到達目標 予習 指示形容詞・指示代名詞を覚える。「国名」を確認する。 1.5 時間 
1 復習 疑問文と否定文の構文を確認する。「服と身の回り品」を確認する。 1.5 時間 

5 
講義内容 家族の紹介 
該当到達目標 予習 所有形容詞を覚える。「家族」を覚える。 1.5 時間 
1,2 復習 家族の紹介ができるようにする。「職業」を確認する。 1.5 時間 



98 
 

6 
講義内容 人・物を褒める 
該当到達目標 予習 形容詞の変化形及び「形容詞」を覚える。 1.5 時間 
1 復習 持ち物についてコメントができるようにする。「性格・特徴」を覚える。 1.5 時間 

7 
講義内容 好きなものを伝える 
該当到達目標 予習 直接法現在の活用形及び基本前置詞を覚える。巻末の「動詞」を確認する。 1.5 時間 
1 復習 相手の好みを聞けるようにする。「色」を覚える。 1.5 時間 

8 
講義内容 予定を伝える 
該当到達目標 予習 不規則動詞 ir 及び fazer の活用形を覚える。「時を表す表現①」を確認する。 1.5 時間 
1 復習 疑問詞疑問文で相手の予定が聞けるようにする。「頻度を表す表現」を覚える。 1.5 時間 

9 
講義内容 許可や依頼の表現 
該当到達目標 予習 不規則動詞 poder の活用形を覚える。数詞 31～100 を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 依頼・誘い・許可を求める文が言えるようにする。「建物と店」を確認する。 1.5 時間 

10 
講義内容 「～が欲しい」、「～がしたい」と願望や要求を伝える 
該当到達目標 予習 不規則動詞 querer の活用形を覚える。「時を表す表現②」を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 日付と曜日の表現ができるようにする。「月」及び「曜日」を覚える。 1.5 時間 

11 

講義内容 今おこなっていることを伝える 

該当到達目標 予習 
不規則動詞 estar の活用形を覚える。「体調・気分を表す形容詞」を確認す

る。 
1.5 時間 

1 復習 場所の説明ができるようにする。「場所を表す表現」を確認する。 1.5 時間 

12 
講義内容 過去の行動を伝える 
該当到達目標 予習 直接法完全過去の活用形を覚える。「時を表す表現③」を覚える。 1.5 時間 
1 復習 時間の表現ができるようにする。「時間の表現」を覚える。 1.5 時間 

13 
講義内容 理由や原因を尋ねる 
該当到達目標 予習 よく使う完全過去不規則動詞の活用形を覚える。 1.5 時間 
1,2 復習 不定語・否定語を使った文が言えるようにする。「接続詞」を覚える。 1.5 時間 

14 
講義内容 過去の習慣を言える 
該当到達目標 予習 直接法不完全過去の活用形を覚える。「時を表す表現④」を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 過去から続いている動作が言えるようにする。「時を表す表現⑤」を覚える。 1.5 時間 

15 
講義内容 比較の表現 
該当到達目標 予習 「副詞」を覚える。数詞 101～10000 を確認する。 1.5 時間 
1 復習 巻末の文法補足を確認する。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 
備考  
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看 037 中国語（渡邊賢）. 

科目名 中国語（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL010 

英文名 Chinese 講義形態 講義 
担当教員 渡邊 賢 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

中国語を学ぶ上で不可欠である発音とその表記と、また最も基礎的な語彙と構文とを身に付け、簡

単なコミュニケーションができる語学力の養成を目指す。同時に中国文化の全般に関する興味を喚

起したい。授業は全 15 回を通じて、音声および表記の反復学習を徹底する形で展開し、中国語基

礎学力の定着を目指す。失敗を恐れず、積極的に楽しく学んでほしい。外国語学習には習慣性とあ

る程度の忍耐が必要である。学生諸君には外国語の学習を通じて、習慣的学習や知的忍耐力を身

に着けられたい。 

到達目標 

1.中国の地理、風俗および言語とその多様性を理解する。 
2.中国語音を表記する音声記号を習得する。 
3.中国語音を表記する音声記号を正確に発音する能力を育成する。 
4.中国語音を聞いて、弁別する聴力を育成する。 
5.日常会話に不自由しない程度の語彙と語法とを習得する。 

評価方法 毎回の小試験 20％、発音中間試験 30％、学期末筆記試験 50％により評価する。 
総合評価 60％以上を合格とみなす。 

使用教材 教科書『大学一年生のための合格中国語』小幡敏行著（朝日出版社） 
ISBN97-4-255-45224-1C1087 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 毎回の小試験は採点の上、返却する。各自、未熟な点をよく自覚し克服されたい。 

オフィスアワー 
（研究室） 

授業開始前もしくは授業終了後に応じ

る。 メールアドレス 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 

講義内容 ガイダンス 

該当到達目標 予習 
シラバス内容、教科書第 8 頁「中国語について」を読み、講義目標や中国語の特

性などについて理解する。 
1 時間 

1 復習 不要 0 時間 

2 
講義内容 発音の基礎Ⅰ：ピンイン字母、単母音、四声などを学習する。 
該当到達目標 予習 不要 0 時間 
2,3,4 復習 業で学習したことを、毎日、一日 10 分程度、発音する。 1 時間 

3 
講義内容 発音の基礎Ⅱ：複合母音、「声（子音）」の唇音・舌先音・舌根音などを学習する。 
該当到達目標 予習 不要 0 時間 
2,3,4 復習 授業で学習したことを、毎日、一日 10 分程度、発音する。 1 時間 

4 
講義内容 発音の基礎Ⅲ：鼻母音、「声（子音）」の舌面音・捲舌音・舌歯音などを学習する。 
該当到達目標 予習 不要 0 時間 
2,3,4 復習 授業で学習したことを、毎日、一日 10 分程度、発音する。 1 時間 

5 講義内容 教科書第 1 課、名前の聞き方・答え方、人称代名詞などの学習。 
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該当到達目標 予習 教科書第 1 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

6 
講義内容 教科書第 2 課、指示代名詞、「是」を用いた判断文などの学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 2 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

7 
講義内容 教科書第 3 課、形容詞述語文や数量表現などの学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 3 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

8 
講義内容 教科書第 4 課、存在文や構造助詞「的」などの学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 4 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

9 
講義内容 教科書第 5 課、介詞構造や方位詞などの学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 5 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

10 
講義内容 教科書第 6 課、連動文や能願動詞などの学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 7 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

11 
講義内容 教科書第 7 課、数量補語や動態助詞の「了」と語気詞の「了」などの学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 7 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

12 
講義内容 教科書第 8 課、動態助詞「過」や程度補語などについての学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 8 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

13 
講義内容 教科書第 9 課、能願動詞「会」「能」「可以」などについての学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 9 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

14 
講義内容 教科書第 10 課、方向補語や結果補語などについての学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 10 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

15 
講義内容 教科書第 11 課、主述述語文や比較表現などについての学習。 
該当到達目標 予習 教科書第 11 課の本文および新出語句の発音を練習しておく。 0.5 時間 
2,3,4,5 復習 当該課の語彙、語法を理解する。また会話文や例文は毎日繰り返し練習する。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 26 時間 

備考 

復習は机に向かうには及ばない。通学時などわずかな余暇を利用して、10 分程度で構わぬので、必ず毎日、口や

舌を動かして毎回の授業の内容を消化することが望ましい。毎回の積み重ねが肝要。後刻、自力でマスターしよう

としてもほとんど不可能と心得よ。記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で

補完すること。 
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看 038 ハングル語（徐明煥）. 

科目名 ハングル語（リテラシー） 科目 
ナンバリング LAL011 

英文名 Korean 講義形態 講義 
担当教員 徐 明煥 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

はじめて韓国語をまなぶ学生を対象とする。表音文字であるハングルの表記を覚え、単語や文章

を正確に発音する練習をする。会話の練習を通して簡単な挨拶や自己紹介、身の回りのものにつ

いて覚える。ハングルの文字と単語の書き方、読み方から発音練習や会話表現の練習を行う。 
また、小テストを行うため、必ず予習・復習を行うこと。 

到達目標 

1.韓国語の文字であるハングルの正確な読み書きができる。 
2.基本文型を身に付けさせて簡単な日常会話ができる。 
3.基本的な韓国語の 4 技能の「開く」「話す」「読む」「書く」能力を向上させる。 
4.初級レベルの韓国語運用能力を身につける。 

評価方法 出席 10％、宿題 20％、小テスト 20％、定期試験 50％ 

使用教材 
李淑炫（2011）『チェミナ韓国語―自然に身につく会話と文法 韓国語初級テキスト』白帝社 
ISBN-13：978-4891748593 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 宿題にはコメントを付けて返却する。小テストを毎回返却し解説する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問等がある場合は授業の前後に応

じる。もしくはメールで連絡すること。 
メールアドレス 
（＃→＠） intgvseo21jp＃gmail.com 

1 
講義内容 授業概要、ハングルについて、第 1 課：母音 
該当到達目標 予習 テキストを用意し、12 頁～14 頁を読んでくる。韓国語のノートを用意する。 1.5 時間 

1 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

2 
講義内容 第 2 課：子音（平音と有声音） 
該当到達目標 予習 22 頁～25 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

3 
講義内容 第 2 課：子音（激音と濃音） 
該当到達目標 予習 26 頁～31 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

4 
講義内容 第 3 課：パッチム、パッチム 7 つの代表音 
該当到達目標 予習 32 頁～37 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

5 
講義内容 第 4 課：二重母音、名前を書く、まとめ 
該当到達目標 予習 38 頁～43 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

6 
講義内容 第 5 課：発音の変化、発音の基本、パッチム音の変化 
該当到達目標 予習 46 頁～54 頁を読んでくる。 1.5 時間 
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1 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

7 
講義内容 第 6 課：主題を表す助詞「～は」、体言について、指定詞の丁寧な表現Ⅰ 
該当到達目標 予習 56 頁～63 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

8 
講義内容 第 7 課：指示代名詞（これ・それ・あれ）、「～ではありません」 
該当到達目標 予習 64 頁～71 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

9 
講義内容 第 8 課：主語を表す助詞「～が」、「～と」、「いる/ある、ない/いない」について、まとめ 
該当到達目標 予習 72 頁～81 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

10 
講義内容 第 9 課：場所や位置を表す表現、数詞Ⅰ 
該当到達目標 予習 82 頁～91 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

11 
講義内容 第 10 課：用言の丁寧形Ⅰ（改まった表現）、用言の否定形 
該当到達目標 予習 92 頁～97 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

12 
講義内容 第 10 課：羅列の表現、場所を表す助詞、目的格を表す助詞、まとめ 
該当到達目標 予習 97 頁～101 頁を読んでくる。まとめ 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

13 
講義内容 第 6 課～10 課、総合まとめ 
該当到達目標 予習 第 6 課から第 10 課まで読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 今まで勉強した内容をもう一度、確認して理解しておく。 1.5 時間 

14 
講義内容 第 11 課：指定詞（丁寧な表現Ⅱ）逆接を表す表現数詞Ⅱや時間の言い方 
該当到達目標 予習 102 頁～105 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 次回、授業内容に係る小テストを実施するので復習をしておくこと。 1.5 時間 

15 
講義内容 第 11 課：数詞Ⅱや時間の言い方 
該当到達目標 予習 106 頁～111 頁を読んでくる。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 数詞Ⅰと数詞Ⅱの使い分けや読み方を理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 次回の授業時まで予習・復習を必ずすること。CD を活用し、テキストの読みを練習すること。 
メールを送る際は「件名」に「高崎健康福祉大学ハングル語：名前」を必ず記入すること。 
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看 039 コンピュータ入門Ⅰ（鈴木亮二）. 

科目名 コンピュータ入門Ⅰ（リテラシー）  科目 
ナンバリング LAL012 

英文名 Introduction to Computer Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 鈴木亮二 
科目に関連した 
実務経験 なし 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

本科目は、IT 社会における教養としてコンピュータに関する知識を身につけるための講義科目であ

る。内容レベル的には、受講者が、Ｊ検 情報活用試験の１級～３級の範囲に関する内容が理解で

きるようになることを目的とする。授業では、テキストや配布プリントの内容を板書も交えつつ解説

し、残り時間で関連する練習問題を実施する。 

到達目標 

入門Ⅰでは特に、受講者がコンピュータの動作の本質・背景を理解することを目指し、以下の目標

を掲げる。 
1. コンピュータシステムの概要や情報処理の考え方などを理解する。 
2. コンピュータにおけるデータの表現方法を理解し、特に数を N 進数として表す・基数変換の処

理・小数や負数の表し方などを理解し、実践できる。 
3. 計算の基本となる論理演算や論理回路などを理解し説明できる。 

評価方法 筆記試験及び課題の提出：90％、授業への参加態度：10％ で評価する。詳細は講義時に説明する。 
使用教材 Ｊ検 情報活用試験の１級～３級レベルのテキストを使用する。 その他、必要に応じ資料を配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 筆記試験及び課題の結果の講評を行い、必要に応じ再テストや再提出を求める。 

オフィスアワー 
（研究室） 前期 水 4 時限目、後期 水 3 時限目 メールアドレス 

（＃→＠） kohata＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、情報システム、コンピュータシステムとは 
該当到達目標 予習 シラバスを確認しておく。テキストの該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

2 
講義内容 コンピュータシステムの特徴、コンピュータの種類 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

3 
講義内容 情報処理の手順、フローチャート 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

4 
講義内容 コンピュータが扱うデータ、情報の単位、ビット、バイト、文字コード（標準コード） 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

5 
講義内容 数の表現（10 進数、2 進数、8 進数、16 進数）、小数の表現 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

6 
講義内容 基数変換（10 進数 ⇔ 2 進数・8 進数・16 進数） 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 
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2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

7 
講義内容 その他の基数変換（2 進数 ⇔ 8 進数・16 進数、 小数の基数変換） 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

8 
講義内容 固定小数点数と浮動小数点数 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

9 
講義内容 四則演算、補数（1 の補数と 2 の補数） 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

10 
講義内容 負数の表現、補数による減算 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

11 
講義内容 論理演算（AND,OR,NOT,EOR,NAND,NOR）、論理記号、ベン図、真理値表 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

12 
講義内容 論理回路、MIL 記号 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

13 
講義内容 加算回路、乗算回路、除算回路 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

14 
講義内容 コンピュータシステムの基本構成、中央処理装置の機能、データと命令 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

15 
講義内容 前期のまとめ 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1-3 復習 筆記試験に向けて全体の復習をしておく。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 Ｊ検（文部科学省後援）の資格取得を奨励する。普段から IT 社会に関するトピックに目を向ける習慣を持つこと。 

予習・復習の時間は参考程度であり、自らの理解状況をふまえ必要に応じ各自で補完すること。 
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看 040 コンピュータ入門Ⅱ（鈴木亮二）. 

科目名 コンピュータ入門Ⅱ（リテラシー）  科目 
ナンバリング LAL013 

英文名 Introduction to Computer Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 鈴木亮二 
科目に関連した 
実務経験 なし 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

本科目は、IT 社会における教養としてコンピュータに関する知識を身につけるための講義科目であ

る。内容レベル的には、受講者が、Ｊ検 情報活用試験の１級～３級の範囲に関する内容が理解で

きるようになることを目的とする。授業では、テキストや配布プリントの内容を板書も交えつつ解説

し、残り時間で関連する練習問題を実施する。 

到達目標 

入門Ⅱでは特に、コンピュータとその周辺を理解するため、受講者がハードウェア及び各種の情報

関連機器などに関して基礎的な知識を身につけることを目指し、以下の目標を掲げる。 
1. コンピュータの５大装置、CPU、メモリなどの概要を理解し説明できる。 
2. 補助記憶装置(ハードディスク)・出力装置(ディスプレイやプリンタ)・入力装置(マウスやキーボー

ド)の概要や、関連するインターフェース規格などを理解し説明できる。 
3. OS などのソフトウェア、及び、ネットワーク等に関する概要を理解し説明できる。 

評価方法 筆記試験及び課題の提出：90％、授業への参加態度：10％ で評価する。詳細は講義時に説明する。 
使用教材 Ｊ検 情報活用試験の１級～３級レベルのテキストを使用する。 その他、必要に応じ資料を配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 筆記試験及び課題の結果の講評を行い、必要に応じ再テストや再提出を求める。 

オフィスアワー 
（研究室） 前期 水 4 時限目、後期 水 3 時限目 メールアドレス 

（＃→＠） kohata＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、パソコンの仕組み、入出力装置、記憶装置、演算装置、制御装置、CPU 
該当到達目標 予習 シラバスを確認しておく。テキストの該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

2 
講義内容 CPU の仕組み、メモリの種類と特徴、問題演習 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

3 
講義内容 記憶媒体の種類と用途、磁気ディスク容量の計算、問題演習 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

4 
講義内容 ハードディスクの仕組みと活用、IDE、SCSI、データのバックアップ 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

5 
講義内容 インターフェース、バス、周辺機器との接続ポート、スロット、各種規格 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

6 
講義内容 ディスプレイの仕組みと種類、光の３原色、画像データ容量の計算 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 
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2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

7 
講義内容 プリンタの仕組みと種類、色の３原色、用紙、プロッタ、イメージセッタ 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

8 
講義内容 各種入力装置、ポインティングデバイス、キーボード、スキャナ、OMR、OCR 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

2 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

9 
講義内容 ソフトウェアの種類、システムソフト、応用ソフト、OS の機能、システム開発 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

10 
講義内容 これまでのまとめと総合問題演習 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

11 
講義内容 ファイルの概念、ディレクトリ、FAT、各種データ形式、パソコンの保守管理 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

12 
講義内容 ネットワークアーキテクチャ（OSI）、ネットワークプロトコル 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

13 
講義内容 インターネット（歴史、ARPANET、TCP／IP、DNS、SMTP、POP） 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

14 
講義内容 ネットワークにおけるセキュリティ、プライバシー保護、著作権 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

3 復習 授業で配布した課題を授業外でも進めて完成させる。 1.5 時間 

15 
講義内容 後期のまとめ 
該当到達目標 予習 前回学んだ内容の再確認を行い、テキストの今回の該当部分を読んでおく。 1.5 時間 

1-3 復習 筆記試験に向けて全体の復習をしておく。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 Ｊ検（文部科学省後援）の資格取得を奨励する。普段から IT 社会に関するトピックに目を向ける習慣を持つこと。 

予習・復習の時間は参考程度であり、自らの理解状況をふまえ必要に応じ各自で補完すること。 
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看 041 コンピュータ実習Ⅰ（木幡直樹）. 

科目名 コンピュータ実習Ⅰ（リテラシー）  科目 
ナンバリング LAL014 

英文名 Computer Practice Ⅰ 講義形態 実習 
担当教員 木幡直樹 
科目に関連した 
実務経験 なし 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

本科目は、初心者がパソコンを用いた基礎的な情報処理技術を身につけるための実習科目であ

る。実習Ⅰにおいては、コンピュータの基本操作を学習するとともに、入力装置として不可欠なキー

ボードを自在に操作できるようタッチタイピングを学び、さらに、ワープロソフトやインターネットの活

用能力を養う。授業では、各回の内容を教材や実演を通じて説明し、関連する実習課題を指示す

る。 

到達目標 1. 主として、受講者が、コンピュータの基本的な操作ができるようになる。 
2. マイクロソフトの文書作成ソフト「Word」を用い、簡単な文書を作成できるようになる。 

評価方法 課題の提出状況とその出来栄え 90％、授業への参加態度 10％ で評価する。詳細は講義時に説明す

る。 
使用教材 「30 時間でマスターOffice2019」(実教出版)。 その他、必要に応じて資料を配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

提出物（ファイル）の内容が、求める課題の条件を満たしているかどうかを確認し、その結果を学生

に伝え、必要に応じ、再提出を求める。 
オフィスアワー 
（研究室） 前期 水 4 時限目、後期 水 3 時限目 メールアドレス 

（＃→＠） kohata＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、コンピュータの基本操作（PC の起動・ログオン・シャットダウン等） 
該当到達目標 予習 シラバスを確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

2 
講義内容 Windows の基本操作 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

3 
講義内容 電子資料の参照方法・課題の電子提出の方法、練習課題 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

4 
講義内容 本学メールシステムの基本的な使い方 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

5 
講義内容 インターネットによる情報検索の基礎 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

6 
講義内容 タイピング(タッチメソッド)の基礎、タイピング練習 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 
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7 
講義内容 日本語入力の練習 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

8 
講義内容 Word 基本操作１（起動と終了、日本語入力システム、文章入力、文書の保存 等） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

9 
講義内容 Word 基本操作２（文章入力続き、文書の印刷 等） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

10 
講義内容 Word の活用１（複写・移動、クリップアートの利用 等） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

11 
講義内容 Word の活用２（編集機能、表の作成 等） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

12 
講義内容 まとめと演習課題 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

13 
講義内容 Word の応用１（並べ替え、検索と置換、段組、罫線 等） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

14 
講義内容 Word の応用２（ワードアート、図形描画、テキストボックス） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

15 
講義内容 総合演習課題 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 普段からコンピュータに接する時間を持つこと。 

予習・復習の時間は参考程度であり、自らの習熟状況をふまえ必要に応じ各自で補完すること。 
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看 042 コンピュータ実習Ⅱ（木幡直樹）. 

科目名 コンピュータ実習Ⅱ（リテラシー）  科目 
ナンバリング LAL015 

英文名 Computer Practice Ⅱ 講義形態 実習 
担当教員 木幡直樹 
科目に関連した 
実務経験 なし 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

本科目は、初心者がパソコンを用いた基礎的な情報処理技術を身につけるための実習科目であ

る。実習Ⅱにおいては、主に表計算ソフトの機能や用途を理解し、演習を通じその基本的な使い方

を習得する。授業では、各回の内容を教材や実演を通じて説明し、関連する実習課題を指示する。 

到達目標 
1. 主として、受講者がマイクロソフトの表計算ソフト「Excel」の基本を理解する。 
2. 簡単な表の作成・初歩的な集計処理・表のデータからのグラフ作成ができるようになる。 
3. データベース的な使い方や多少応用的な関数の活用ができるようになる。 

評価方法 課題の提出状況とその出来栄え 90％、授業への参加態度 10％ で評価する。詳細は講義時に説明す

る。 
使用教材 「30 時間でマスターOffice2019」(実教出版)。 その他、必要に応じて資料を配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

提出物（ファイル）の内容が、求める課題の条件を満たしているかどうかを確認し、その結果を学生

に伝え、必要に応じ、再提出を求める。 
オフィスアワー 
（研究室） 前期 水 4 時限目、後期 水 3 時限目 メールアドレス 

（＃→＠） kohata＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、Excel 基本操作（起動と終了、データの入力 等） 
該当到達目標 予習 シラバスを確認しておく。 0.5 時間 

1 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

2 
講義内容 Excel 入門（簡単な表の作成、合計の計算、オートフィル 等） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

1, 2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

3 
講義内容 ワークシートの活用 1（表の編集、平均の計算、計算式の複写と相対参照） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

4 
講義内容 ワークシートの活用 2（絶対参照、最大・最小値、データ数のカウント、四捨五入、条件判定） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

5 
講義内容 まとめの課題 1 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

6 
講義内容 グラフ 1（棒グラフ、積み上げグラフ、折れ線グラフ、円グラフ） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 
7 講義内容 グラフ 2（3-D グラフ、複合グラフ、ドーナツグラフ） 
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該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 
2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

8 
講義内容 グラフ 3（レーダーチャートグラフ、XY グラフ、絵グラフ） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

9 
講義内容 まとめの課題 2 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

2 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

10 
講義内容 データベース 1（データの並べ替え、データの検索・置換） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

3 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

11 
講義内容 データベース 2（データ抽出、オートフィルタ、データ集計、クロス集計） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

3 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

12 
講義内容 まとめの課題 3 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

3 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

13 
講義内容 Excel 応用 1（順位付け関数､検索用関数） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

3 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

14 
講義内容 Excel 応用 2（文字列操作関数、データベース関数、Word への埋め込み） 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

3 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 

15 
講義内容 総合演習課題 
該当到達目標 予習 前回学んだ操作を再確認しておく。 0.5 時間 

3 復習 授業の課題の再確認を行う。不完全だった場合は授業外で完成させる。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 普段からコンピュータに接する時間を持つこと。 

予習・復習の時間は参考程度であり、自らの習熟状況をふまえ必要に応じ各自で補完すること。 
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看 043 論理学（米田和美）.  

科目名 論理学（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSC001 

英文名 logic 講義形態 講義 
担当教員 米田和美 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 筋道の通った考え方、物事を客観的に判断できる能力と、事実を正しく解釈できる思考を訓練する。 

到達目標 
論理的思考を養う。（文章の読解及び表現ができる。物事の筋道をたてて正しく考える。） 

１．読む、書くを中心に文章の書き方を身につける。「一文一義」の文が書けるようになる。 

２．聞く、話すを中心に言葉の運用能力の向上を図る。 

評価方法 意見文 30 ：小テスト 30 ：提出物 30 ：講義出席状況 10 の割合で評価します。 

使用教材 使用しない（講義２～３週間前までにプリントを配布します。事前に読んでおくこと。） 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 意見文、提出物はチェックを入れて返します。 

オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠）  

1 
講義内容 引用 
該当到達目標 予習 先天異常児の助命は絶対かを読んでおく。  時間 

1 復習 「引用は一字一句正確に」を理解する。  時間 

2 
講義内容 悪文① 
該当到達目標 予習 食欲のない患者に看護師が行う援助を書き改める。  時間 

1 復習 「段落、箇条書き、しかしの使い方」を理解する。  時間 

3 
講義内容 資料文の読み方 
該当到達目標 予習 「物差し狂っている母娘」を読んでおく。  時間 

1,2 復習 「いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どうしたか」を理解する。  時間 

4 
講義内容 悪文② 
該当到達目標 予習 「専門的な母」を書き改める。  時間 

1 復習 「かぎかっこ、同じようにの使い方」を理解する。  時間 

5 
講義内容 主張と理由 
該当到達目標 予習 「個性と異常の境界線は」を読んでおく。  時間 

1 復習 「主張を断定、理由を箇条書き」を理解する。  時間 

6 
講義内容 悪文③ 
該当到達目標 予習 「経静脈栄養注射」を書き改める。  時間 

1 復習 「( )の使い方、ことの使い方」を理解する。  時間 

7 
講義内容 変を見つける１ 
該当到達目標 予習 「体位変換」の変をみつける。  時間 

1 復習 「体位変換」を正しい文章に書き改める。  時間 
8 講義内容 変を見つける２ 
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該当到達目標 予習 「告知」を読んでおく。  時間 
1,2 復習 「問題は何か、なぜ問題か、どうすべきか」を理解する。  時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

授業は次の①②③を繰り返し行う。 

①資料文の内容を正確に読みとる。 

いつ、どこで、だれが、だれに、なにを、どうしたか 

②登場人物の言動の問題点を抽出する。 

問題は何か、なぜ問題か 

③対処法を提案する。 

どうすべきか 

予習・復習については試験前後の勉強にて補完すること。 
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看 044 人間発達論（角野善司）. 

科目名 人間発達論（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSC002 

英文名 Human development 講義形態 講義 
担当教員 角野善司 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

本講義は人間の生涯にわたる発達を受胎から死まで視野に入れて学び、考察を深めることを目的とす

る。合わせて、疾患・障害が人間の発達に及ぼす影響にも目を向け、検討する。 

授業期間全体を通じた授業の進め方： 受講者には、予習復習にしっかりと取り組んでもらいたい。教科

書の該当箇所に関する講義は、予習をしてあることを前提とするので、簡潔に進める。積極的に質問を

することを期待する。復習課題の解答解説は丁寧さを心掛ける。なお、理解を深めるために必要に応じ

て視聴覚教材を活用する。 

到達目標 

1.生涯発達について説明できる。 

2.発達段階および発達課題について説明できる。 

3.疾患・障害が発達に及ぼす影響について説明できる。 

4.発達検査について説明できる。 

評価方法 
毎回の宿題 30％（復習課題 15％、予習課題 15％）、学期中 4 回程度のレポート 30％、学期末テスト

40％。宿題の得点が一定水準に達しない場合やレポートの提出状況が不良の場合には、学期末テスト

の得点に関わらず、単位を付与しない。 
使用教材 「ガイドライン生涯発達心理学 第 2 版」二宮克美ほか ナカニシヤ出版 2012 年 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 宿題・レポートは毎回授業時に、学期末テストは事後に講評解説の機会を設ける。 

オフィスアワー 
（研究室） 

初回授業時に告知するとともに、研究

室ドアに掲出する（8 号館 405 室） 
メールアドレス 
（＃→＠） zsumino#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 発達の理論 (1) 生涯発達 
該当到達目標 予習 シラバスを読んで講義の目標などを理解する。教科書の該当箇所を精読する。 1.5 時間 

1 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を始める。 1.5 時間 

2 

講義内容 発達の理論 (2) 発達段階と発達課題 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートを作成する。 1.5 時間 

3 

講義内容 生涯発達の様相 (1) 胎生期・周産期 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を始める。 1.5 時間 

4 

講義内容 生涯発達の様相 (2) 乳児期 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

5 講義内容 生涯発達の様相 (3) 幼児期 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 
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1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

6 

講義内容 生涯発達の様相 (4) 児童期 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートを作成する。 1.5 時間 

7 

講義内容 生涯発達の様相 (5) 青年期 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を始める。 1.5 時間 

8 

講義内容 生涯発達の様相 (6) 成人期前半 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

9 

講義内容 生涯発達の様相 (7) 成人期後半 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

10 

講義内容 生涯発達の様相 (8) 老年期 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

1,2 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートを作成する。 1.5 時間 

11 

講義内容 疾患・障害と発達 (1) 慢性疾患や障害のある子どもの発達 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

3 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を始める。 1.5 時間 

12 

講義内容 疾患・障害と発達 (2) 慢性疾患や障害のある子どもの親・きょうだい 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

3 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

13 

講義内容 疾患・障害と発達 (3) 発達期における各種の障害 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

3 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

14 

講義内容 疾患・障害と発達 (4) 重症心身障害 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

3 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートの作成に向けた学習を重ねる。 1.5 時間 

15 

講義内容 疾患・障害と発達 (5) 発達検査 
該当到達目標 予習 教科書の該当箇所を精読する。予習課題に解答する。 1.5 時間 

4 復習 教科書の該当箇所・配布資料・ノートを再読する。復習課題に解答する。課題レポ

ートを作成する。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 
備考 宿題の提出は、C-learning による。 
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看 045 人間行動学（上原徹）. 

科目名 人間行動学（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSH003 

英文名 Behavioral Science 講義形態 講義 
担当教員 上原 徹・服部 卓 
科目に関連した 
実務経験 

精神科医として大学病院等で勤務経験３０年以上、現在も非常勤医師として実務を行っている(上原)。臨

床心理士として大学病院等で勤務経験は約 30 年、現在に至る（服部）。 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学生が、行動科学の基礎と応用を学ぶことで、臨床や対人支援の場面におけるクライアントの行動や、

支援者である自らの行動との相互作用を理解することができる。 

到達目標 

1.医療などの対人支援における基本的姿勢を身につける 

2.ケアを受ける人の心理や行動を理解できる 

3.適切な対人的交流のための知識と技術が説明できる 

4.他職種と機能的に連携する視点を持てる■ 

5.行動科学や心理学の初級知識を解説できる 

評価方法 レポートを 90％とし、授業中の態度を 10％程度参考にして総合評価する。授業態度（静粛さ、不必

要な私語、真摯な姿勢など）に問題がある場合は、個別に減点する。 

使用教材 福村出版「行動科学への招待〔改訂版〕 現代心理学のアプローチ」を教科書として用いるので必

携。DVD 教材を用いた授業も加える。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートについては、事前に課題内容を告知し、記載方法や出題意図、基準をフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 月４ 金３   研究室:１号館５階５０１ メールアドレス 

（＃→＠） 授業で提示する 

1 

講義内容 青年期の心理と性格 
該当する到達目標 

3,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 0.5時間 
復習 ノートを読むこと。 2.5時間 

2 

講義内容 対人行動 

該当する到達目標 

1,2 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

3 

講義内容 集 団■ 

該当する到達目標 

2,3,4 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

4 

講義内容 異文化と自己 

該当する到達目標 

3,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

5 

講義内容 ヒューマンファクター――労働の心理学 

該当する到達目標 

1,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 
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6 

講義内容 きずなの発達 

該当する到達目標 

2,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

7 

講義内容 自己の形成と発達 

該当する到達目標 

2,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

8 

講義内容 医療における人間関係 

該当する到達目標 

1,2,3 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

9 

講義内容 健 康 

該当する到達目標 

1,2,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

10 

講義内容 学習と学習支援 

該当する到達目標 

3,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

11 

講義内容 知 覚 

該当する到達目標 

3,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

12 

講義内容 記 憶 

該当する到達目標 

3,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

13 

講義内容 思 考 

該当する到達目標 

3,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

14 

講義内容 疲労・メンタルヘルスと現代の職場■ 

該当する到達目標 

4,5 

予習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 1 時間 
復習 ノートを読むこと。 2 時間 

15 

講義内容 音楽と脳・まとめ■ 

該当する到達目標 

1,2,3,4,5 

予習 ノートを読むこと。 1 時間 
復習 教科書の講義に関係する部分を読むこと。 2 時間 

合計時間（予習・復習） ４５ 時間 

備考 

授業では配布資料も使って要点をまとめ、一部 DVD を視聴しつつ進める。複数の学科学生が多人数で聴講し、

非常勤講師もお迎えするので、静粛に臨むこと。授業中の不必要な私語や不謹慎な態度は、厳に慎むこと（成績

評価に影響する）。予習・復習については、試験前後の学習で補完すること。オフィスアワーや連絡先は、主任講

師の上原がオリエンテーション時に案内する。■：実務経験に基づく内容 
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看 046 化学（信田智哉）. 

科目名 化学（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSC004 

英文名 Chemistry 講義形態 講義 
担当教員 信田智哉 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医療現場で必要となる、基礎的な化学の知識を習得する。前半は基礎化学として、原子の構造や

周期表、化学結合、溶液、酸・塩基、酸化・還元を学ぶ。後半は主に有機化学として、有機化合物の

結合や構造、高分子や生体内に存在する有機化合物、栄養素等の知識を習得する。 
【授業期間全体を通じた授業の進め方】 
授業は教科書と教員の作成するプリントを使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の

提示を行っていく。 

到達目標 

1. 原子の構造を説明できる。また、放射線を列挙し、特徴を説明できる。 

2. 電子殻や電子配置を説明できる。 

3. 周期表を理解し、代表的な元素の特徴を説明できる。 

4. 化学結合を列挙し、特徴を説明できる。 

5. 原子量や分子量を理解し、溶液の濃度を説明できる。また、物質の状態を説明できる。 

6. 物質の溶解を説明できる。また、蒸気圧と浸透圧を説明できる。 

7. 酸・塩基の定義とその反応を説明できる。 

8. 酸化・還元の定義とその反応を説明できる。 

9. 有機化合物の結合を説明できる。また、官能基を列挙し、特徴を説明できる。 

10. 異性体を列挙し、特徴を説明できる。特に鏡像異性体の特徴を説明できる。 

11. 化学反応とエネルギーを説明できる。また、有機化学の反応を説明できる。 

12. 高分子化合物を列挙し、特徴を説明できる。 

13. 糖類を列挙し、特徴を説明できる。また、脂質を列挙し、特徴を説明できる。 

14. アミノ酸を列挙し、特徴を説明できる。また、タンパク質の構造や機能を説明できる。 

15. DNA や RNA の構造や機能を説明できる。また、ビタミンを列挙し、構造や機能を説明できる。 

評価方法 教科書の各章の内容をまとめたレポート（A4 用紙 1 枚×15 回）により、評価する（100%）。 

筆記試験は行わない。 

使用教材 

コ・メディカル化学 医療・看護系のための基礎化学 
齋藤勝裕・荒井貞夫・久保勘二共著 
裳華房、2016 年 1 月 30 日 第３版２刷発行、2,400 円（税抜） 

また、使用教材として教科書の他に毎回プリントを配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートにコメントをつけて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日 2 限目、水曜日 2 限目  

研究室：7 号館 2 階 203 室 
メールアドレス 
（＃→＠） nobuta#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 原子の構造と放射能 
該当到達目標 予習 教科書第 1 章に目を通しておく。 1 時間 

1 復習 教科書第 1 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 1 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

2 講義内容 原子の電子構造 
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該当到達目標 予習 教科書第 2 章に目を通しておく。 1 時間 

2 復習 教科書第 2 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 2 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

3 

講義内容 周期表と元素 
該当到達目標 予習 教科書第 3 章に目を通しておく。 1 時間 

3 復習 教科書第 3 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 3 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

4 

講義内容 化学結合と分子 
該当到達目標 予習 教科書第 4 章に目を通しておく。 1 時間 

4 復習 教科書第 4 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 4 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

5 

講義内容 物質の量と状態 
該当到達目標 予習 教科書第 5 章に目を通しておく。 1 時間 

5 復習 教科書第 5 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 5 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

6 

講義内容 溶液の化学 
該当到達目標 予習 教科書第 6 章に目を通しておく。 1 時間 

6 復習 教科書第 6 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 6 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

7 

講義内容 酸・塩基 
該当到達目標 予習 教科書第 7 章 p. 57～63 に目を通しておく。 1 時間 

7 復習 教科書第 7 章に記載されている演習問題 1～６を解く。 

教科書第 7 章 p. 57～63 の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

8 

講義内容 酸化・還元 
該当到達目標 予習 教科書第 7 章 p. 63～67 に目を通してく。 1 時間 

8 復習 教科書第 7 章に記載されている演習問題 7～8 を解く。 

教科書第 7 章 p. 63～67 の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

9 

講義内容 有機化合物の構造 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章に目を通しておく。 1 時間 

9 復習 教科書第 8 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 8 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

10 

講義内容 異性体と立体化学 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章に目を通しておく。 1 時間 

10 復習 教科書第 9 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 9 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

11 

講義内容 有機化学反応 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章に目を通しておく。 1 時間 

11 復習 教科書第 10 章に記載されている演習問題を解いてみる。 

教科書第 10 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

12 

講義内容 高分子化合物 
該当到達目標 予習 教科書第 11 章に目を通しておく。 1 時間 

12 復習 教科書第 11 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 11 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

13 

講義内容 糖類と脂質 
該当到達目標 予習 教科書第 12 章に目を通しておく。 1 時間 

13 復習 教科書第 12 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 12 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

14 
講義内容 アミノ酸とタンパク質 
該当到達目標 予習 教科書第 13 章に目を通しておく。 1 時間 

14 復習 教科書第 13 章に記載されている演習問題を解く。 2 時間 
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教科書第 13 章の内容をレポートにまとめる。 

15 

講義内容 核酸とビタミン 
該当到達目標 予習 教科書第 14 章に目を通しておく。 1 時間 

15 復習 教科書第 14 章に記載されている演習問題を解く。 

教科書第 14 章の内容をレポートにまとめる。 
2 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考  
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看 047 統計学（福島博）.  

科目名 統計学（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSC005 

英文名 Statistics 講義形態 講義 
担当教員 福島博 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 医療に使う基本的な統計学の基礎を学ぶ。 

到達目標 １． 平均、メジアン、分散、標準偏差、相関係数 等の基本的 統計量の意味を理解する。  

２． 統計的手法を学ぶことにより、いろいろの情報の意味を正しく理解できるようになる。 
評価方法 期末試験７０％とレポート３０％で評価する。総合得点６０％以上を合格とする。 
使用教材 はじめての統計１５講、小寺平治、講談社、2015 年、2000 円（税別） 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートにはコメントを付けて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 木曜日４時限 非常勤講師室 メールアドレス 

（＃→＠） fukusima#cup.ocn.ne.jp 

1 
講義内容 平均と分散 
該当到達目標 予習 教科書１，２，３講を読んでおく。 2 時間 
１ 復習 平均と分散について、具体例の計算を通して理解する。 2 時間 

2 
講義内容 相関係数 
該当到達目標 予習 教科書４講を読んでおく。 2 時間 
１ 復習 相関係数、共分散について理解する。 2 時間 

3 
講義内容 確率変数 
該当到達目標 予習 教科書５講を読んでおく。 2 時間 
１ 復習 確率変数とその期待値、分散について理解する。 2 時間 

4 
講義内容 正規分布 
該当到達目標 予習 教科書６講を読んでおく。 2 時間 
２ 復習 正規分布とその期待値、標準偏差について理解する。 2 時間 

5 
講義内容 二項分布 
該当到達目標 予習 教科書７講を読んでおく。 2 時間 
２ 復習 二項分布の正規分布近似について理解する。 2 時間 

6 
講義内容 標本平均 
該当到達目標 予習 教科書８講を読んでおく。 2 時間 
２ 復習 標本平均の平均、分散について理解する。 2 時間 

7 
講義内容 区間推定 
該当到達目標 予習 教科書９講を読んでおく。 2 時間 
２ 復習 中心極限定理について理解する。 2 時間 

8 
講義内容 母平均の検定 
該当到達目標 予習 教科書１０．１１講を読んでおく。 2 時間 
２ 復習 母比率、ｔ分布について理解する。 2 時間 
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合計時間（予習・復習） 32 時間 
備考  
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看 048 生物学（今井純）. 

科目名 生物学（専門教養） 科目 
ナンバリング LSC006 

英文名 Biology 講義形態 講義 
担当教員 今井 純、坂井 隆浩 高崎健康福祉大学薬学部 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

生物として「健康」であるため、細胞はその恒常性を維持するように機能している。そこで、生物の基本単

位である細胞の構造と機能を学習し、細胞社会の統合体としての個体が恒常性を維持する仕組みにつ

いての基本的知識を習得する。 

到達目標 

（１）細胞の構造や細胞での物質代謝を説明できる 

（２）細胞内外の情報伝達機構を説明できる 

（３）遺伝や遺伝子について説明できる 

（４）発生現象を配偶子形成から個体発生まで説明できる 
（５）免疫反応を分類し説明できる 

評価方法 定期テスト（90％）と授業中に興味を持った話題に対するアクティブラーニング形式のレポート（10％）で

評価する。総合評価 60％以上で合格とする。 

使用教材 

教科書「ヒトを理解するための生物学」八杉貞雄著（裳華房） 
ISBN978-4-7853-5226-4 
講義のスライドを随時プリントして配布する。 

参考文献 『アメリカ版大学生物の教科書 第 1 巻（細胞生物学）・第 2 巻（分子遺伝学）・第 3 巻（分子生物学）』石

崎泰樹／丸山敬監修（講談社 2010 年 1,300 円, 1,500 円, 1,500 円） 

課題に対する 
フィードバック レポートには授業中にコメントをつける。定期試験の解答を掲示し、間違えた部分の復習を促す。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日の 16：00−17：00、メールによる

質問は随時、研究室：7号館 3階 326（今
井）、7 号館 2 階 201（坂井）  

メールアドレス 
（＃→＠） 

今井（jimai#takasaki-u.ac.jp） 
坂井（sakai#takasaki-u.ac.jp） 
 

1 
講義内容 生物学とはどのような学問か 
該当到達目標 予習 教科書の 1〜8 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1 復習 生物学について理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 生命とはなにか、生物はどのようなものか。 
該当到達目標 予習 教科書の 10〜17 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1 復習 生物について理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 細胞とはどのようなものか。 
該当到達目標 予習 教科書の 19〜27 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2 復習 細胞について理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 体をつくる分子にはどのようなものがあるか 
該当到達目標 予習 教科書の 29〜36 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2 復習 生体構成分子について理解する。 1.5 時間 
5 講義内容 体の中で物質はどのように変化するか。 
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該当到達目標 予習 教科書の 38〜45 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 
1、2 復習 代謝について理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 遺伝子と遺伝はどのように関係しているのか。 
該当到達目標 予習 教科書の 47〜58 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2 復習 遺伝現象について理解する 1.5 時間 

7 
講義内容 ヒトの体はどのようにできているか。 
該当到達目標 予習 教科書の 59〜66 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2 復習 ヒトの体の仕組みを理解する 1.5 時間 

8 
講義内容 エネルギーはどのように獲得されるか。 
該当到達目標 予習 教科書の 68〜76 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2 復習 呼吸と消化吸収について理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 ヒトはどのように運動するか。 
該当到達目標 予習 教科書の 77〜85 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2、3 復習 ヒトの運動の仕組みを理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 体の恒常性はどのように維持されるか。 
該当到達目標 予習 教科書の 87〜96 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2、3、5 復習 恒常性維持について理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 体の恒常性はどのように維持されるか。 
該当到達目標 予習 教科書の 87〜96 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2、3、5 復習 恒常性維持について理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 ヒトは病原体とどのようにたたかうか。 
該当到達目標 予習 教科書の 98〜106 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

4 復習 免疫系について理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 ヒトはどのように進化してきたか。 
該当到達目標 予習 教科書の 117〜125 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

4 復習 ヒトの進化について理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 ヒトをとりまく環境はどのようになっているか。 
該当到達目標 予習 教科書の 127〜135 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

2 復習 環境について理解する。 1.5 時間 

15 

講義内容 ヒトはどのような生き物か。 
該当到達目標 予習 教科書の 137〜145 ページを読んで内容を理解する。 1.5 時間 

1、2、3、4、
5 復習 ヒトについて理解する。 1.5 

時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 
備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること、メールによる質問は随時 
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看 049 生活科学概論(内田幸子）.  

科目名 生活科学概論（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSC007 

英文名 Introduction of Life Science 講義形態 講義 
担当教員 内田幸子 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

私たちの生活は急激に変化しつつある。生活していく上で出会うさまざまな課題に対し、生活者の立場

から総合的に捉えることをめざす。衣食住や環境などのきわめて日常的な生活行為に関する問題を理

解し、医療従事者としての自身の生活向上に必要な知識を習得する。理解度を深めるため、プリント・パ

ワーポイントによる講義を進める。 

到達目標 
1. 生活基盤としての生活科学について学習内容を理解する 

2. 生活していく上で必要な衣食住の知識を身につける 

3. 授業で学んだ生活科学について理解を深め実生活に活かすことができる 

評価方法 定期試験 70％、レポート 30％で評価する  

総合評価 60％以上を合格とする 
使用教材 適宜プリントを配布する 

参考文献 参考図書「生活科学のすすめ」佐藤方彦著（井上書院））ISBN4-7530-2317-6 
課題に対する 
フィードバック レポートは評価して返却する 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 3 限 水曜日 3 限 メールアドレス 

（＃→＠） uchida#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 生活科学とは 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目的などを理解する 1.5 時間 

1 復習 講義内容、到達目標、学位授与方針、成績評価方法などを確認する 1.5 時間 

2 
講義内容 衣の生活科学（衣服と人間） 
該当到達目標 予習 前回配布したプリントに目を通す 1.5 時間 

1,2 復習 衣服の機能と役割について理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 衣の生活科学（快適な衣服環境） 
該当到達目標 予習 前回配布したプリントに目を通す 1.5 時間 

1,2 復習 快適な衣服環境について理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 食の生活科学（食生活と栄養管理） 
該当到達目標 予習 前回配布したプリントに目を通す 1.5 時間 

1,2 復習 食事と健康と関係について理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 食の生活科学（食生活と生活習慣病） 
該当到達目標 予習 前回配布したプリントに目を通す 1.5 時間 

1,2 復習 食生活と健康について理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 住の生活科学（快適な住環境整備） 
該当到達目標 予習 前回配布したプリントに目を通す 1.5 時間 

1,2 復習 快適な住環境整備について理解する 1.5 時間 

7 講義内容 住の生活科学（住環境と生活） 
該当到達目標 予習 前回配布したプリントに目を通す 1.5 時間 
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1,2 復習 住環境と生活について理解する 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ及び学習到達度の確認 
該当到達目標 予習 配布したプリントに目を通す 1.5 時間 

1,2,3 復習 衣食住や環境などの課題について生活者の立場から総合的に理解する 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考  
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看 050 国際保健医療論（李孟蓉）. 

科目名 国際保健医療論（専門教養科目） 科目 
ナンバリング LSC008 

英文名 Theory of International Health 講義形態 講義 
担当教員 李孟蓉 
科目に関連した 
実務経験 

在日外国人への健康支援（経験） 

青年海外協力隊として開発途上国に支援（経験） 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

世界における健康格差の実態を知り、医療従事者として世界平和・全人類の繁栄と福祉を願いつつ、新

たな国連の目標である SDGｓを軸に、グローバルヘルスの基本理念と戦略を学び、国際保健医療の活

動の場を地球的視野で認識できる。また、地球規模の健康課題やその影響要因、国際保健医療の関連

分野の活動の理念と実際を学びながら、国際協力に必要な知識や方法を習得し、グローバル化の時代

に活躍する医療職を目指すことができる。 

到達目標 

1. 国際保健医療学、国際保健医療協力の概念と変遷を理解できる。 

2．保健医療分野での国際協力の必要性と意義を理解できる。 

3．世界の保健・医療・福祉の動向と課題、それに対する国際的戦略や取組みおよび課題を理解できる。 

4．異文化を理解し、異文化適応のプロセスを理解できる。■ 

5．国際保健医療協力の実際や実践手法を理解できる。■ 

6．在日外国人への健康支援を理解できる。■ 
評価方法 レポート課題 70％、授業参加度 30％ （グループワーク、プレゼンテーション等）を総合的評価する 
使用教材 配布資料 

参考文献 

①「世界で一番いのちの短い国 シェラレオネの国境なき医師団」 山本敏晴 小学館 

②「国際協力―その新しい潮流」 下村恭人 有斐閣  

③「国際保健医療学」第 3 版 国際保健医療学会編 杏林書院 

④世界の厚生労働 2019 有限会社正陽文庫 
⑤「国民衛生の動向 2019/2020」 厚生労働統計協会  
⑥「世界の貧国 1 日 1 ドルで暮らす人びと」 ジェレミーシーブルック 青土社 適宜参考書を紹介する 

課題に対する 
フィードバック レポートの中でみられた疑問や課題を授業の中で再確認する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜・水曜の 2 限、質問はメールでも対

応する。 

メールアドレス 
（＃→＠） ri＃taakasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 国際保健、国際保健医療学の定義、国際保健医療協力の概念 
該当到達目標 予習 国際保健医療協力に関する新聞・雑誌などの記事を読む。 1.5 時間 
１、２ 復習 国際保健協力の定義、世界や国内の国際協力の概念が理解できる。 1.5 時間 

2 
講義内容 グローバルヘルスと国際保健医療協力の歴史 

該当到達目標 予習 世界で起きている健康問題に関する新聞・雑誌などの記事を読む。 1.5 時間 
１、２ 復習 世界で起きている健康問題と支援の必要性を理解できる。 1.5 時間 

3 
講義内容 国際保健医療関連の国際機関、NGO の取り組みと日本の国際協力 

該当到達目標 予習 参考文献①「世界で一番いのちの短い国 シェラレオネの国境なき医師団」、②国

際協力―その新しい潮流に目を通す。 1.5 時間 
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１、３ 復習 国際保健医療協力の仕組み、国際保健医療関連の国際機関や NGO 団体、ODA

の活動を理解できる。 1.5 時間 

4 

講義内容 プライマリーヘルスケアとヘルスプロモーション、ＭＤＧｓの経緯と変遷、SDGｓの目標 
該当到達目標 予習 参考文献③「国際保健医療学」第 3 版の第Ⅰ部１～４、１０～１１までを読む。 1.5 時間 

１、３ 復習 世界の歴史の中でのプライマリーヘルスケアとヘルスプロモーション、ＭＤＧｓの

基本理念と変遷、ＳＤＧｓの目標と活動を理解できる。 1.5 時間 

5 

講義内容 諸外国における保健・医療・福祉 
該当到達目標 予習 参考文献④世界の厚生労働 2019 ｐ. 102-136、事前配布資料を読んでおく 1.5 時間 

３ 復習 ドイツ、フィランド、オーストラリア等の諸外国における保健・医療・福祉の動向

と課題を理解できる  1.5 時間 

6 

講義内容 世界における健康の格差① （保健指標、母子保健） 

該当到達目標 予習 
参考文献⑤「国民衛生の動向 2019/2020」を参考し、日本における衛生の主要指

標、保健と医療の動向（人口動態、生命表、母子保健など）について目を通してお

く。 
1.5 時間 

２、３ 復習 世界で生じている健康格差の実態とその原因を理解できる。 1.5 時間 

7 
講義内容 世界における健康の格差② （感染症と非感染性疾患） 
該当到達目標 予習 開発途上国の健康格差について情報を集め、その原因を考える。 1.5 時間 
２、３ 復習 開発途上国の保健医療課題とその原因を理解できる 1.5 時間 

8 
講義内容 異文化と異文化適応 
該当到達目標 予習 身近にある異文化体験をまとめておく 1.5 時間 
４ 復習 文化が人々の生活様式へ与える影響を理解する。 1.5 時間 

9 

講義内容 国際保健医療協力と異文化理解 ■ 

元青年海外協力隊を招き、異文化の中での国際協力活動について事例をもとに解説を加えて講義する 
該当到達目標 予習 世界で行われてる国際保健医療協力を調べる。 1.5 時間 

２、３、４ 復習 国際協力として行われている支援について、目的、実際の活動内容、異文化適応

が理解できる。 1.5 時間 

10 

講義内容 
「貧困と格差」を考えるワークショップ① ■ 

国際協力の経験をもとに、国づくりを行うシミュレーションゲームをワークショップという形で取り入れて、

各グループが協力しあえるように指導をしながら行う 
該当到達目標 予習 参考書⑥「世界の貧国 1 日 1 ドルで暮らす人びと」に目を通す 1.5 時間 

２、３、５ 復習 世界の不平等や格差に気付くことができ、国の豊かさについて考えることができ

る。 1.5 時間 

11 

講義内容 
「持続可能な開発目標の達成に向けて」を考えるワークショップ② ■ 

ＳＤＧｓの目標にて世界の課題、日本ができること、自分にできることを考えるワークショップという形で取

り入れて、各グループが円滑にディスカッションを進めるように指導をしながら行う 
該当到達目標 予習 第 4 回目の授業内容を再度確認しておく  1.5 時間 

２、３、５ 復習 ＳＤＧｓの目標を理解し、自分たちが取り組めることを考え、実践につなげるこ

とができる。 1.5 時間 

12 

講義内容 
在日外国人の健康支援 ■ 

在日外国人の背景や特性、健康問題、医療機関へのアクセス等について、事例をもとに解説を加えて講

義する。 

該当到達目標 予習 日本、群馬県内の在日外国人（人口、国籍、在留資格、居住地域、生活など）に

ついて調べ、体験、新聞等の媒体から実情に関心をもち把握しておく。 1.5 時間 

４、６ 復習 在日外国人が抱えている健康問題と支援が理解できる。 1.5 時間 

13 
講義内容 グローバルヘルス グループワーク① 
該当到達目標 予習 世界で行われている国際協力を調べる。（ODA） 1.5 時間 
２、３、５ 復習 国際保健医療協力におけるＯＤＡの活動を理解できる 1.5 時間 

14 講義内容 グローバルヘルス  グループワーク② 
該当到達目標 予習 世界で行われている国際協力を調べる。（NGO） 1.5 時間 
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２、３、５ 復習 国際保健医療協力におけるＮＧＯの活動を理解できる 1.5 時間 

15 
講義内容 プレゼンテーション、まとめ 
該当到達目標 予習 1～14 回目の授業資料に目を通す 1.5 時間 
２、３、４、５ 復習 地球規模の健康課題や国際協力に必要な知識、方法が理解できる 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

研究室：3 号館 2 階 208 

自作の授業資料や参考文献をもとに解説を加えて講義する。講義の中でワークショップやグループワークを取り入れ

て、参加型、協議型の授業も行う。グループワークとレポート課題の詳細については授業を進めながら提示する。 

 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 051 生化学（石川良樹）.  

科目名 生化学（看護基盤科目群・人間） 科目 
ナンバリング NRB101 

英文名 Biochemistry 講義形態 講義 
担当教員 石川良樹 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人体を構成する成分を分子レベルで理解するとともに、生命活動の維持における生体分子の役割

を学習する。教員の作成したパワーポイントにより、教科書該当部分の抜粋・要約の提示、及びそれに

関連する具体例の紹介を行う。同時に、重要部を空欄にしたプリントを配布し、書き込ませながら授業を

進める。 

到達目標 

1.生体を構成する生体成分の基本的な構造、役割を説明することができる。 

2.生命を特徴づける重要な要素の一つである代謝について説明できる。 

3.遺伝情報とその発現について説明できる。 

4.ビタミン、ホルモン、無機物の役割と調節機構について説明できる。 

評価方法 試験により評価する。試験成績 60％以上を合格とする。 

使用教材 
人体の構造と機能２ 生化学 （医学書院）   ISBN 978-4-260-03556-9 

講義に合わせた空欄のあるプリントを配布する。 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 定期試験後には解答を公表し、自己学習を行えるようにする。 

オフィスアワー 
（研究室） 授業開始前もしくは終了後に応じる メールアドレス 

（＃→＠） ryoki#gchs.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、第１章 生化学を学ぶための基礎知識 
該当到達目標 予習 教科書該当章を熟読し、専門用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 

1 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

2 
講義内容 第３章 糖質の構造と機能 第４章 糖質代謝 
該当到達目標 予習 教科書該当章を熟読し、専門用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 

1, 2 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

3 
講義内容 第５章 脂質の構造と機能 第６章 脂質代謝 
該当到達目標 予習 教科書該当章を熟読し、専門用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 

1, 2 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

4 
講義内容 第６章 タンパク質の構造と機能 第７章 タンパク質代謝 
該当到達目標 予習 教科書該当章を熟読し、専門用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 

1, 2 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

5 
講義内容 第１０章 遺伝子と核酸 第１１章 複製 第１２章 転写 第１３章 翻訳 
該当到達目標 予習 教科書該当章を熟読し、専門用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 

1, 2, 3 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

6 
講義内容 水と無機質（該当章なし） 血液と尿（該当章なし） 第９章 ポルフィリン代謝 

該当到達目標 予習 生体を構成する無機質の種類と機能を調査しておくこと。該当章を熟読し、門
用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 
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1, 4 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

7 
講義内容 ホルモンと生理活性物質（該当章なし） 
該当到達目標 予習 代表的なホルモンの名称と機能を事前に調査しておくこと。 1.5 時間 

1, 4 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 

8 
講義内容 第２章 代謝の基礎と酵素・補酵素 
該当到達目標 予習 教科書該当章を熟読し、専門用語の意味等を理解しておくこと｡ 1.5 時間 

1, 4 復習 配布したプリントや講義メモをもとに、自己の学習ノートを作成すること。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 質問はメールでも受付ける。 
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看 052 解剖生理学Ⅰ（桑原敦志）. 

科目名 解剖生理学Ⅰ（看護基盤科目群・人間） 科目 
ナンバリング NRB102 

英文名 Anatomy and Physiology Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 桑原敦志 
科目に関連した 
実務経験 

医師として大学病院検査部、感染制御部に勤務していた。現在、非常勤内科医師として一般内科、甲状

腺専門外来を病院で担当している。 
学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

解剖学は人体の構造がどうなっているか、生理学はどのように機能して生命活動を営んでいるかを学

ぶ。生命の成り立ちをきちんと理解することによって、人が病気になったときに起こりうることを予測でき、

よりよい看護に結びつけることが出来る。病気からの回復をｻﾎﾟｰﾄする看護師のため、神経や筋肉の構

造と働きを、そして、循環器、呼吸器、消化器など臓器特異的な構造と働きを理解する必要がある。「解

剖生理学」は医療従事者の基本である。授業は教科書と教員の作成するプリントを使って、要点をまとめ

ていく。パワーポイントによる図の提示を行っていく。 

到達目標 

1. 人体の構造を説明することができる。 

2. 細胞や臓器の働きを説明できる。 

3. 生命活動を行うのにどのように臓器が関連しているか説明できる。 

4. 病気になるときの身体の状況が説明できる。■ 

5. 生命誕生の過程が説明できる。 

評価方法 
定期試験 100％で評価する。 

総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 

教科書「ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾌｨｶ①解剖生理学」（MC ﾒﾃﾞｨｶ出版） 

ISBN978-4-8404-5374-5 

講義に合わせた空欄のあるプリントを配布する。 

参考文献 人体のしくみとはたらき（朝倉書店） 
課題に対する 
フィードバック 定期試験後には解答を公表し、自己学習を行えるようにする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

水曜日 3 時限、質問はメールでも受け付

ける。研究室：5 号館 6 階 601 
メールアドレス 
（＃→＠） kuwabara#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 解剖学用語､ﾎﾒｵｽﾀｼｽ 
該当到達目標 予習 教科書の第 1 章に目を通す。 0.25 時間 

1 復習 解剖学用語を学び､ﾎﾒｵｽﾀｼｽの維持について理解する｡ 0.5 時間 

2 
講義内容 人体の発生について学ぶ｡ 
該当到達目標 予習 配布したプリントを読んでくる。 0.25 時間 

5 復習 人体の発生について理解する。 0.5 時間 

3 

講義内容 細胞 
該当到達目標 予習 教科書の第 2 章 2 に目を通す。 0.25 時間 

1,2 復習 
人体を構成する 4 種の組織:表面を覆う上皮組織､支える支持組織､動かす筋組

織､他の細胞をｺﾝﾄﾛｰﾙする神経組織について理解する｡ 
0.5 時間 

4 講義内容 人体を構成する組織 
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該当到達目標 予習 教科書の第 2 章 2 に目を通す。 0.25 時間 

1,2 復習 
人体を構成する 4 種の組織:表面を覆う上皮組織､支える支持組織､動かす筋組

織､他の細胞をｺﾝﾄﾛｰﾙする神経組織について理解する｡ 
0.5 時間 

5 

講義内容 膜 
該当到達目標 予習 教科書の第 3 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 
人体･臓器･器官の表面を境界し,覆い,保護し,潤す膜の性状と機能について理解

する｡■ 
0.5 時間 

6 
講義内容 皮膚 
該当到達目標 予習 教科書の第 3 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 皮膚の構造と機能を理解する｡■ 0.5 時間 

7 
講義内容 骨格系 
該当到達目標 予習 教科書の第 11 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 体を支える骨の構造と機能について理解する｡■ 0.5 時間 

8 
講義内容 骨と骨の結びつきである関節 
該当到達目標 予習 教科書の第 11 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 骨と骨の結びつきである関節の構造と働きについて理解する｡■ 0.5 時間 

9 
講義内容 筋系 
該当到達目標 予習 教科書の第 12 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 体にある筋の種類と機能について理解する｡■ 0.5 時間 

10 
講義内容 骨格筋 
該当到達目標 予習 教科書の第 12 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 神経の命令によって動かすことのできる骨格筋の種類と動きを理解する。■ 0.5 時間 

11 

講義内容 神経系 
該当到達目標 予習 教科書の第 13 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 
神経系の 3 つの機能､感覚･統合･運動について理解する｡ﾆｭｰﾛﾝの構造と機能を

理解し､情報伝達のしくみを理解する｡■ 
0.5 時間 

12 
講義内容 中枢神経系 
該当到達目標 予習 教科書の第 13 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 大脳および延髄の構造と機能を理解し､中枢神経の特徴を学ぶ｡■ 0.5 時間 

13 
講義内容 末梢神経系 
該当到達目標 予習 教科書の第 13 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 末梢神経の構造と機能、交感神経､副交感神経､脳神経などを理解する｡■ 0.5 時間 

14 
講義内容 感覚器系―眼 
該当到達目標 予習 教科書の第 14 章 1,2 に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 感覚器としての眼の構造と機能､視野欠損や色覚異常を理解する｡■ 0.5 時間 

15 

講義内容 感覚器系―耳、鼻、舌 
該当到達目標 予習 教科書の第 14 章 3-7 に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 
聴覚、嗅覚、味覚などの感覚神経について、耳、鼻、舌の構造と機能を理解す

る。■ 
0.5 時間 

16 
講義内容 血液 
該当到達目標 予習 教科書の第 4 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 血液の組成と血球、血漿の働きを理解する。■ 0.5 時間 
17 講義内容 造血 
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該当到達目標 予習 教科書の第 4 章に目を通す。 0.25 時間 
1,2,3,4 復習 血球の性状、造血について理解する。■ 0.5 時間 

18 
講義内容 血液凝固、血液型と輸血 
該当到達目標 予習 教科書の第 4 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 血液凝固、血液型と輸血に関して理解する。■ 0.5 時間 

19 
講義内容 循環器系―心臓 
該当到達目標 予習 教科書の第 5 章 1 に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 心臓の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 

20 
講義内容 循環器系―血管とリンパ管 
該当到達目標 予習 教科書の第 5 章 2,3,4 に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 血管とリンパ管の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 

21 
講義内容 呼吸器系―鼻から気管支 
該当到達目標 予習 教科書の第 6 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 鼻から気管支までの気道の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 

22 
講義内容 呼吸器系―肺 
該当到達目標 予習 教科書の第 6 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 肺の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 

23 
講義内容 呼吸器系―疾患 
該当到達目標 予習 教科書の第 6 章、配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 気管支や肺の異常所見をもとにして呼吸器疾患を理解する。■ 0.5 時間 

24 
講義内容 呼吸生理、酸塩基平衡 
該当到達目標 予習 教科書の第 6 章、配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 呼吸プロセスを理解し、酸塩基平衡について理解する。■ 0.5 時間 

25 
講義内容 消化器系―口から食道 
該当到達目標 予習 教科書の第 7 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 口から食道までの構造について理解する。■ 0.5 時間 

26 
講義内容 消化器系―口から食道の生理機能 
該当到達目標 予習 教科書の第 7 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 口から食道への咀嚼と嚥下について理解する。■ 0.5 時間 

27 
講義内容 消化器系―胃 
該当到達目標 予習 教科書の第 7 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 胃の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 

28 
講義内容 消化器系―肝臓と胆嚢 

該当到達目標 予習 教科書の第 7 章に目を通す。 0.25 時間 
1,2,3,4 復習 肝臓と胆嚢の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 

29 
講義内容 消化器系―膵臓、小腸 
該当到達目標 予習 教科書の第 7 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 膵臓の構造と機能、小腸の炭水化物、脂質、糖質の消化吸収を理解する。■ 0.5 時間 

30 
講義内容 消化器系―大腸 
該当到達目標 予習 教科書の第 7 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 大腸の構造と機能について理解する。■ 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 22.5 時間 
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備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 053 解剖生理学Ⅱ（桑原敦志）. 

科目名 解剖生理学Ⅱ（看護基盤科目群・人間） 科目 
ナンバリング NRB103 

英文名 Anatomy and Physiology Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 桑原敦志 
科目に関連した 
実務経験 

医師として大学病院検査部、感染制御部に勤務していた。現在、非常勤内科医師として一般内科、甲状

腺専門外来を病院で担当している。 
学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

解剖学は人体の構造がどうなっているか、生理学はどのように機能して生命活動を営んでいるかを学

ぶ。生命の成り立ちをきちんと理解することによって、人が病気になったときに起こりうることを予測でき、

よりよい看護に結びつけることが出来る。泌尿器、内分泌、免疫などホメオスタシス維持のためのしくみ

や、生殖に関して学び、理解する必要がある。「解剖生理学」は医療従事者の基本である。授業は教科

書と教員の作成するプリントを使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の提示を行っていく。

出席課題は解剖生理学のまとめを行っていく。 

到達目標 

1. 人体の構造を説明することができる。 

2. 細胞や臓器の働きを説明できる。 

3. 生命活動を行うのにどのように臓器が関連しているか説明できる。 

4. 病気になるときの身体の状況が説明できる。■ 

5. 生命誕生の過程が説明できる。 

評価方法 
定期試験 95％、出席課題 5％で評価する。 

総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 

教科書「ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾌｨｶ①解剖生理学」（MC ﾒﾃﾞｨｶ出版） 

ISBN978-4-8404-5374-5 

講義に合わせた空欄のあるプリントを配布する。 

参考文献 人体のしくみとはたらき（朝倉書店） 
課題に対する 
フィードバック 

出席課題はその場で評価する。 

定期試験の後に正解を発表し、自己学習できるようにする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

水曜日 3 時限、質問はメールでも受け付

ける。研究室：5 号館 6 階 601 
メールアドレス 
（＃→＠） kuwabara#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 泌尿器系―腎 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 腎臓の構造と機能について理解する｡ 0.5 時間 

2 
講義内容 泌尿器系―酸塩基平衡 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 水･電解質代謝､酸塩基平衡について理解する｡ 0.5 時間 

3 
講義内容 泌尿器系―尿管、膀胱 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 尿管､膀胱､尿道の構造と機能､排尿のしくみについて理解する｡ 0.5 時間 

4 
講義内容 内分泌系―視床下部下垂体 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章に目を通す。 0.25 時間 
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1,2,3,4 復習 視床下部､下垂体の構造と機能､分泌されるﾎﾙﾓﾝの働きについて理解する｡ 0.5 時間 

5 

講義内容 内分泌系―甲状腺、膵臓 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 
甲状腺､上皮小体､膵臓の構造と機能､分泌されるﾎﾙﾓﾝの働きについて理解す

る｡ 
0.5 時間 

6 

講義内容 内分泌系―副腎、性腺 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 
副腎皮質､副腎髄質､性腺の構造と機能､腎臓や消化管､血管から分泌されるﾎﾙﾓ

ﾝの働きについて理解する｡ 
0.5 時間 

7 
講義内容 生殖器系―女性 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 生殖と生殖器の概念､女性生殖器の構造と機能について理解する｡ 0.5 時間 

8 
講義内容 生殖器系―性周期 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 性周期､月経周期とﾎﾙﾓﾝとの関連について理解する｡ 0.5 時間 

9 
講義内容 生殖器系―受精、妊娠 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 妊娠､受精のﾒｶﾆｽﾞﾑ､分娩のﾒｶﾆｽﾞﾑについて理解する｡ 0.5 時間 

10 
講義内容 生殖器系―男性 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 男性生殖器の構造と機能､精子形成について理解する｡ 0.5 時間 

11 
講義内容 免疫系 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 15 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 自己と非自己の認識､生体の防御機構について理解する｡ 0.5 時間 

12 
講義内容 免疫系 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 15 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 自然免疫と獲得免疫､体液性免疫について理解する｡ 0.5 時間 

13 
講義内容 免疫系 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 15 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 細胞性免疫､自己免疫疾患､ｱﾚﾙｷﾞｰについて理解する｡ 0.5 時間 

14 
講義内容 胎児 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

5 復習 胎児の発育と胎児循環について理解する｡ 0.5 時間 

15 
講義内容 新生児 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

5 復習 新生児と遺伝子異常について理解する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 11.25 時間 

備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 054 栄養学Ⅰ（渡邉美鈴）.  

科目名 栄養学Ⅰ（看護基盤科目群・人間） 科目 
ナンバリング NRB104 

英文名 Nutrition Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 渡邉 美鈴 
科目に関連した 
実務経験 

管理栄養士として医療施設に 47 年勤務。臨床栄養管理、給食管理、NST 活動などを実践（現

在）。 
学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

身体は発育し、成長し生命を維持している。健全な生命活動を営むために食べ物を摂取し、栄養素

を補っている。摂取した栄養素が体内でどのように代謝され、生命を維持しているのかを知る。また

日本の食文化、食品の分類方法、主観的包括的栄養評価方法、経口摂取できない場合の栄養補

給方法などについて知る。 

到達目標 

1.栄養学を学ぶ意味、チーム医療について理解できる。 
2.生命を維持するための栄養素の働きが理解でき、各食品の栄養学的特徴が理解できる。■ 
3.世界の食文化の多様性と日本食の歴史的特徴、日本人の食事摂取基準（2020）の策定ポイント

が理解できる。 
4.臨床での栄養評価方法、経口摂取できない場合の栄養補給方法について理解できる。■ 

評価方法  期末試験で 60 点以上を合格とする。 

使用教材 
 教科書「ﾅｰｼﾝｸﾞｸｸﾞﾗﾌィｶ 疾病の成り立ち④臨床栄養学」關戸恵子 
（株式会社ﾒﾃﾞｨｶ出版）ISBN987-4-8404-4911-3 Ｃ3347¥2800E 
講義に使用するｽﾗｲﾄﾞを毎回配布 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

前回の講義内容について確認小ﾃｽﾄを実施し、振り返りを行なう。毎回、前回の出席ｶｰﾄﾞに記載し

てある質問に返答し、意欲の向上を図る。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問および学習相談には授業前後に

応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 

講義内容 栄養学を学ぶ目的を理解する。 チーム医療について理解する。■ 

該当到達目標 予習 
看護職が栄養学を学ぶ意義を確認しておくこと。 
栄養サポートチーム（NST）について調べておく。 
教科書 P10~11 を読んでおくこと。 

1.5 時間 

1 復習 次回確認テストのため配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

2 
講義内容 栄養素の基礎概念を理解する。① 

たんぱく質 脂質の栄養学的特徴、生理作用、欠乏症、過剰症について理解する。■ 
該当到達目標 予習 教科書の P12~22 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

3 
講義内容 

栄養素の基礎概念を理解する。② 
炭水化物 食物繊維 ビタミン 水分の栄養学的特徴、生理作用、欠乏症、過剰症について理解す

る。■ 
該当到達目標 予習 教科書の P22～34 P42～43 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

4 講義内容 
栄養素の基礎概念を理解する。③ 
ミネラルの栄養学的な特徴、生理作用、欠乏症、過剰症について理解する。 
食品成分とエネルギーとエネルギーの測定方法について理解する。■ 

該当到達目標 予習 教科書の P34～42 P52~59 を読んでおくこと。 1.5 時間 
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2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

5 

講義内容 運動時の栄養補給方法の特徴、主観的包括的栄養評価方法について理解する。■ 

該当到達目標 予習 教科書の P104~110 を読んでおくこと。 
主観的包括的栄養評価方法について調べておくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

6 

講義内容 食品分類方法、不足しがちな栄養素、栄養アセスメント 日本人の食事摂取基準（2020 年版）策定

ポイントを理解する。■ 

該当到達目標 予習 教科書の P60～97 P44~50 を読んでおくこと。 
日本人の食事摂取基準とは何か調べておく。 1.5 時間 

2.3 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

7 
講義内容 経口摂取できない場合の栄養補給方法を理解する。摂食嚥下障害の正常なプロセスを理解し、障

害時の栄養補給方法を理解する。■ 
該当到達目標 予習 教科書の P153～160 を読んでおくこと。 1.5 時間 

4 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

8 
講義内容 食文化の多様性と日本の食文化の特徴について理解する。 

栄養学Ⅰのまとめ 
該当到達目標 予習 教科書の P100～103 を読んでおくこと。 1.5 時間 

3 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 
合計時間（予習・復習） 28 時間 

備考 

講義内容の理解を深めるために、毎回確認小テストで振り返りを行う。 
学期末試験は確認小テスト内容と他問題にて実施。 
予習･復習時間については、試験前の勉強にて補充すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 055 栄養学Ⅱ（渡邉美鈴）.  

科目名 栄養学Ⅱ（看護基盤科目群・人間） 科目 
ナンバリング NRB105 

英文名 Nutrition Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 渡邉 美鈴 
科目に関連した 
実務経験 管理栄養士として医療施設に 47 年勤務。臨床栄養管理、給食管理、NST 活動などを実践（現在） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

生涯にわたり健康を維持するためには、ライフステージごとの身体の変化とその特徴、食事摂取基

準の特徴、望ましい食生活のあり方が重要であることを知る。 
医療施設における病態別の栄養管理について知る。 

到達目標 
1． 人生各期の健康生活と栄養の特徴について理解できる。 
2． 主な病態別の栄養管理の特徴と食事療法について理解できる。■ 
3． 病態別の栄養指導について理解できる。■ 

評価方法 期末試験で 60 点以上を合格とする。 

使用教材 
教科書「ﾅｰｼﾝｸﾞｸｸﾞﾗﾌィｶ 疾病の成り立ち④臨床栄養学」關戸恵子 
（株式会社ﾒﾃﾞｨｶ出版）ISBN987-4-8404-4911-3 Ｃ3347¥2800E 
講義に使用するｽﾗｲﾄ資料ﾞを毎回配布 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

前回の講義内容について確認小ﾃｽﾄを実施し、振り返りを行なう。毎回、前回の出席ｶｰﾄﾞに記載し

てある質問に返答し、意欲の向上を図る。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問および学習相談には授業前後に

応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 人生各期の健康生活と栄養①■ 

乳児期･幼児期･学童期･青年期･成人期 
該当到達目標 予習 教科書 P112~122 を読んでおくこと。 1.5 時間 

1 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

2 
講義内容 人生各期の健康生活と栄養②■ 

妊娠期･授乳期･高齢期 
該当到達目標 予習 教科書 P122~133 を読んでおくこと。 1.5 時間 

1 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

3 
講義内容 病態別栄養管理①■ 

検査のための食事 治療による回復を促す食事 
該当到達目標 予習 教科書 P138~148 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

4 
講義内容 病態別栄養管理②■ 

消化器疾患（胃･十二指腸･大腸） 栄養成分別コントロール食による栄養管理 
該当到達目標 予習 教科書 P164~172 Ｐ149～152 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

5 
講義内容 病態別栄養管理③■ 

消化器疾患（膵臓・肝臓･胆嚢） 
該当到達目標 予習 教科書 P172~181 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 
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6 
講義内容 病態別栄養管理④■ 

内分泌代謝疾患(肥満･糖尿病･脂質異常症･高尿酸血症・褥そう) 
該当到達目標 予習 教科書 P182~188 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

7 
講義内容 病態別栄養管理⑤■ 

循環器疾患（高血圧症・動脈硬化症･うっ血性心不全）・腎疾患 
該当到達目標 予習 教科書 P189~192 を読んでおくこと。 1.5 時間 

2 復習 次回確認テストのため教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 

8 
講義内容 健康増進のための食事指導 医療現場で行われている疾病別栄養指導の実際。■ 
該当到達目標 予習 教科書 P196~202 を読んでおくこと。 1.5 時間 

3 復習 教科書･配付資料の内容を確認しておくこと。 2.0 時間 
合計時間（予習・復習） 28 時間 

備考 

講義内容の理解を深めるために、毎回確認小テストで振り返りを行う。 
学期末試験は確認小テスト内容と他問題にて実施。 
予習･復習時間については、試験前の勉強にて補充すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 056 臨床心理学（千葉千恵美）. 

科目名 臨床心理学（看護基盤科目群・人間） 科目 
ナンバリング NRB201 

英文名 Medical treatment clinical psychology 講義形態 講義 
担当教員 千葉 千恵美 
科目に関連した 
実務経験 心理相談員として大学付属の相談機関で勤務 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医療臨床による対人援助の基本を学び、より実践的な治療方法や支援方法についてロールプレイ

を通じて学ぶ。またクライエントや家族の立場で考え,医療従事者として力量の習得を目指す。 
授業の進め方：講義とグループに分かれ、グループワークを行い、発表を行う 2 部形式をとる。また

毎回授業の感想シートを記述し各自のまとめを行う。箱庭療法では、大学内にある子ども・家族支

援センターで体験授業を行う方法をとる。 

到達目標 

１． 医療臨床による臨床心理学を理解する事が出来る。 
２． 医療臨床における臨床心理学の役割と関連性について理解する事が出来る。 
３． 事例検討や症例を通じクライエントの思いや家族の関わり等を臨床場面で応用する事が出来

る。■ 
４． 体験的な治療方法や支援方法を学ぶ事で、より実践的な治療や支援を考える事が出来る。■ 

評価方法 事前の予習 授業後の感想シート 20% 定期試験 80% 
使用教材 医療臨床心理学 小林重雄監修 2017 コレール社 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

感想シートに記載された質問は、授業を通じてフィードバックをする。また試験課題についてもフィー

ドバックする。 
オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日 4，5 限目 
（8 号館 401 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） Chiba#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、事前に臨床心理学についての知識を予習する 0.5 時間 

1 復習 講義で配布した資料を読み返し、臨床心理学について理解を深める 0.5 時間 

2 
講義内容 医療と臨床心理学 
該当到達目標 予習 事前に第 1 章 p11-p23 を読み、講義内容についてふれる 0.5 時間 

1.2 復習 講義で配布した資料を読み返し、医療における臨床心理学の理解を深める 0.5 時間 

3 
講義内容 医療と臨床心理学のこれから 
該当到達目標 予習 事前に第 1 章 p24-p31 を読み、講義内容についてふれる 0.5 時間 

1.2 復習 講義の配布資料を読み返し、医療と臨床心理学のこれからの理解を深める 0.5 時間 

4 
講義内容 医療における臨床心理学的アプローチ 
該当到達目標 予習 事前に第 2 章 p35-p43 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義で配布した資料を読み返し心理面接や不安コントロールの理解を深める 0.5 時間 

5 
講義内容 カウンセリング・心理療法 ■ 
該当到達目標 予習 事前に第 2 章 p44-p52 まで読み、講義内容についてふれる 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義で配布した資料を読み返し、カウンセリング、心理療法の理解を深める 0.5 時間 

6 
講義内容 心療内科領域での対応 
該当到達目標 予習 事前に第 3 章 p57-p61 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義で配布した資料を読み返し、心身症と臨床心理学の歴史の理解を深める 0.5 時間 
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7 
講義内容 乳幼児期の心身症への臨床心理学的アプローチ (ロールプレイ) ■ 
該当到達目標 予習 事前に第 3 章 p63-p72 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義で配布した資料を読み返し、乳幼児期の臨床心理学の理解を深める 0.5 時間 

8 
講義内容 学童期の心身症への臨床心理学的アプローチ （ロールプレイ） ■ 
該当到達目標 予習 事前に第 3 章 p74-p86 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義で配布した資料を読み返し、学童期の臨床心理学の理解を深める 0.5 時間 

9 
講義内容 思春期・青年期の心身症へのアプローチ （ロールプレイ） ■ 
該当到達目標 予習 事前に第 3 章 p74-p86 を読み、講義内容についてふれる 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義で配布した資料を読み返し思春期・青年期の心身症の理解を深める 0.5 時間 

10 
講義内容 成人・高齢期の心身症への臨床心理学的アプローチ (ロールプレイ) 
該当到達目標 予習 事前に第 3 章 p90-p99 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義で配布した資料を読み返し、成人期・高齢期の心身症の理解を深める 0.5 時間 

11 
講義内容 神経・精神科領域での対応 （ロールプレイ） 
該当到達目標 予習 事前に第 4 章 p107-p149 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義で配布した資料を読み返し、神経・精神科領域の心身症の理解を深める 0.5 時間 

12 
講義内容 リハビリテーション・高齢期医療での対応 (ロールプレイ) 
該当到達目標 予習 事前に第 5 章 p157-p174 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義の配布資料を読み返し、リハビリテーション・高齢期医療の理解を深める 0.5 時間 

13 
講義内容 医療の新しい領域でのアプローチ (ロールプレイ) 
該当到達目標 予習 事前に第 6 章 p183-p198 を読み、講義内容にふれる 0.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義で配布した資料を読み返し、新しいアプローチの理解を深める 0.5 時間 

14 
講義内容 臨床心理学治療に必要なアプローチ(箱庭療法) ■ 
該当到達目標 予習 事前に配布した資料に目を通し、講義内容にふれる 0.5 時間 

1,2,3,4」 復習 講義修了後感想シートを記載し、箱庭療法についての理解を深める 0.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 臨床心理学の今後の課題と展望 
該当到達目標 予習 事前に今まで配布した資料に目を通し、講義内容を振り返る 0.5 時間 

1.2」 復習 講義修了後配布した資料を読み返し、臨床心理学のまとめをする 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 
Key Word:医療臨床 対人援助 クライエントと家族 臨床心理学  
予習・復習については授業前後の学習の補完とする。 
■:実務経験に基づく内容を示す。 
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看 057 リスクマネジメント（安野朝子）.  

科目名 リスクマネジメント（看護基盤科目群・環境） 科目 
ナンバリング NRB401 

英文名 Risk Management  講義形態 講義 
担当教員 安野朝子  小池洋子 
科目に関連した 
実務経験 総合病院の医療安全部門に感染管理室長として勤務（経験）。 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

安全な医療の提供は、医療従事者の重要な責務であることを理解し、個人及び組織においてどのような

対策が求められているかを学習する。 

到達目標 

1.医療安全の基本的な考え方が説明できる。■ 

2.医療安全の具体的な事例と安全対策について説明できる。■ 

3.医療安全の組織的な対策について説明できる。■ 

4.医療従事者の安全対策について説明できる。■ 

5.事例分析を通して医療安全に対する看護師の役割を述べることができる。 

評価方法 課題レポート 40％、定期末試験 60％とし、総合評価 60％以上を合格とする 

使用教材 
ナーシンググラフィカ「医療安全」松下由美子他著 （ＭＣメデイカ出版） 

９７８－４－８４０４－５３８５－１（最新版） 講義スライドのプリントと随時資料を配布する。 

参考文献 「医療安全ワークブック第 4 版」川村治子著（医学書院）2018 

「看護学テキスト統合と実践―医療安全改訂第 2 版」小林美亜編（学研）2018 
課題に対する 
フィードバック 授業振り返りカードについて、次回授業初めにコメントし、フィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日木曜日 ３．４限  

（5 号館 404 研究室） 
メールアドレス 
（＃→＠） ｙasuno＃takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 医療安全推進の歴史、考え方を学ぶ インシデント・アクシデントレポートについて 
事故発生メカニズム■ 

該当到達目標 予習 テキスト 1 章-1、2 章-1-2-3、3 章-1 を読んでくる 1.5 時間 

1. 復習 講義内容、到達目標、成績評価及び医療安全を学ぶ意義、基本的な医療安全の

考え方、理念、推移について整理する。 1.5 時間 

2 
講義内容 医療事故事例について事故の種類や発生要因と防止策を知る■ 
該当到達目標 予習 テキスト 5 章を読んでくる 1.5 時間 

1.2.3 復習 事例を通して発生要因と防止策を理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 医療事故事例について事故後の対応・報告について 

事故報告制度と法的規定■ 
該当到達目標 予習 テキスト 1 章-2、2 章-4 8 章を読んでくる 1.5 時間 

1.2.3 復習 事故対応の流れと報告制度、看護師の法的な責任について理解する 1.5 時間 

4 講義内容 感染管理とリスクマネジメント 医療従事者の安全対策 
事故分析の考え方■ 

該当到達目標 予習 テキスト 3 章-2、7 章を読んでくる 1.5 時間 



144 
 

1.2.3.4 復習 
感染管理についてリスクの考え方を知り、予防の重要性を理解する。医療従事者

の安全対策について理解する。事故分析の考え方を知り、GW に使う事例を準備

する。 
1.5 時間 

5 
講義内容 事例検討 GW 
該当到達目標 予習 実習で体験したインシデントについて情報をまとめてくる 1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 グループワークで事例を検討し改善するまでの道筋をまとめる 1.5 時間 

6 
講義内容 事例検討 GW 
該当到達目標 予習 実習で体験したインシデントについて情報をまとめてくる 1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 他のグループの発表から学んだことを整理する 1.5 時間 

7 

講義内容 医療安全と組織、チームコミュニケーション■ 

該当到達目標 予習 チームステップスについて、組織的な医療安全について調べる。 

4 章-1、8 章-1 を読んでくる 1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 
医療現場で行われている組織的な安全対策について整理する。安全対策にコミ

ュニケーションの力が必要な場面を振り返る。 
1.5 時間 

8 

講義内容 安全文化の醸成と医療における質評価■ 
該当到達目標 予習 テキスト 2 章-5、4 章-2.3 を読んでくる 1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 
安全文化の醸成について、看護師となって何に取り組めば良いのかを考察する。

医療における質評価とは何かを理解し整理する。講義全体のまとめから自分の

学びを振りかえりレポートを作成する。 

1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
感染管理室長として医療安全管理者資格を持ち医療安全部門を運営してきた経験を活かし、学生が必要な医療安全の

知識と、基本的な考え方を提供します。GW で安全対策の理解を深めます。■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 058 疫学（宮崎有紀子）. 

科目名 疫学（看護基盤科目群・環境） 科目 
ナンバリング NRB202 

英文名 Epidemiology 講義形態 講義 
担当教員 宮崎 有紀子 
科目に関連した 
実務経験 

・看護師として病院に勤務（経験） 

・保健師（非常勤）として健診業務等に従事（経験） 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人間集団の疾病および健康現象の発生状況を把握し，それに影響を及ぼす要因や条件を包括的に探

る方策として，疫学の考え方や方法について学ぶ． 

到達目標 

1.疫学の考え方や方法について理解できる． 

2.集団の健康指標について理解できる．■ 

3.リスクの考え方，および曝露効果に関する指標の意味が理解できる．■ 

4.因果関係を示す方法について理解できる．■ 

5.スクリーニングの意義と妥当性について理解できる． 

評価方法 定期試験 70%，提出物（出席カード等）30％，総合評価 60%以上を合格とする 

使用教材 

教科書 最新保健学 6  疫学／保健統計  編集・丸井英二 （メヂカルフレンド社） 

ISBN978-4-8392-2184-3 

講義の内容をプリントにて配布する 
参考文献 授業の中で紹介する 
課題に対する 
フィードバック 提出物にコメントし，共有する． 

オフィスアワー 
（研究室） 授業の前後（非常勤講師室） メールアドレス 

（＃→＠） miyazaki-yu#gchs.ac.jp 

1 
講義内容 疫学の概要 
該当到達目標 予習 教科書の前書き，シラバスの内容を読み講義の目標などを理解する 2 時間 

1 復習 講義内容を確認する．教科書第 1 章に目を通す 2 時間 

2 
講義内容 記述疫学と仮説設定 
該当到達目標 予習 教科書第 2 章 2-A に目を通す 2 時間 

1 復習 講義内容を確認する 2 時間 

3 
講義内容 横断研究・生態学的研究 

該当到達目標 予習 教科書第 4 章 1-A,1-B に目を通す 2 時間 
1 復習 講義内容を確認する 2 時間 

4 
講義内容 疾病頻度の測定：率、比、割合■ 
該当到達目標 予習 教科書第 3 章 1-A～1-D に目を通す 2 時間 

2 復習 講義内容を確認する 2 時間 

5 
講義内容 コホート研究■ 

該当到達目標 予習 教科書第 4 章 1-D に目を通す 2 時間 
1,3 復習 講義内容を確認する 2 時間 
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6 
講義内容 症例対照研究 
該当到達目標 予習 教科書第 4 章 1-C に目を通す 2 時間 

1,3 復習 講義内容を確認する 2 時間 

7 
講義内容 介入研究 
該当到達目標 予習 教科書第 4 章 1E に目を通す 2 時間 

1 復習 講義内容を確認する 2 時間 

8 
講義内容 疫学調査の倫理  

該当到達目標 予習 教科書第 4 章 6 に目を通す 2 時間 
1 復習 講義内容を確認する 2 時間 

9 
講義内容 疫学的因果推論■ 
該当到達目標 予習 教科書第 4 章 2～5 に目を通す 2 時間 

1,4 復習 講義内容を確認する 2 時間 

10 
講義内容 スクリーニングの意義 
該当到達目標 予習 教科書第 5 章 2 に目を通す 2 時間 

5 復習 講義内容を確認する 2 時間 

11 
講義内容 スクリーニングの方法 
該当到達目標 予習 教科書第 5 章 1-A～1-C に目を通す 2 時間 

5 復習 講義内容を確認する 2 時間 

12 
講義内容 スクリーニングの評価 
該当到達目標 予習 教科書第 5 章 1-D に目を通す 2 時間 

5 復習 講義内容を確認する 2 時間 

13 
講義内容 疾病登録／疫学と公衆衛生看護 
該当到達目標 予習 教科書第 7 章，第 8 章に目を通す 2 時間 

1 復習 講義内容を確認する 2 時間 

14 
講義内容 演習(1) 疫学調査事例■ 
該当到達目標 予習 教科書第 6 章 4-A，4-B に目を通す 2 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を確認する 2 時間 

15 
講義内容 演習(2) 疫学調査事例■ 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章に目を通す 2 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を確認する 2 時間 
合計時間（予習・復習） 60 時間 

備考 
授業は教科書と教員の作成するプリントを使って，要点をまとめていく．またパワーポイントにより図等の提示を行ってい

く．予習・復習については試験前の学習で補完すること．■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 059 社会調査特論（安達正嗣）.  

科目名 社会調査特論（看護基盤科目群・環境） 科目 
ナンバリング NRB203 

英文名 Social Research Advanced Course 講義形態 講義 
担当教員 安達 正嗣 

科目に関連した 
実務経験 

 兵庫県庁の家庭問題研究所において 3 年間、研究員および主任研究員として兵庫県の各市町村

で家族・高齢者・福祉調査を実施して調査資料を作成することによって、各課への政策提言をおこな

った。 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

 保健医療分野における実証的研究の手法として、社会調査の基本的な知識や技法を解説するこ

とによって、現代の看護師の業務における社会調査の大きな意義を理解する。 

到達目標 

(1) 看護学を専攻する大学生としての基礎的知識力として、社会調査の基本を身につけることができ 

る。 

(2) 社会調査を学ぶことを通じて、人間理解と倫理観を身につけることができる。 

(3) 社会調査の技法を学ぶことで、論理的思考力と問題解決力を身につけることができる。■ 

(4) 社会調査を学ぶことで、看護の現場のチームの一員としての協調・協働を身につけることができる。 

(5) 社会調査の技法を会得することで、国際比較の統計学の基礎を理解して、国際理解力を身につける 

ことができる。 

(6) 社会調査の基礎を身につけることで、専門家としての生涯学習力を身につけることができる。 

評価方法  第 2 回以降に毎回、提出する作業レポート（50%）、ならびに学期末レポート（50%）により、評価す

る。 
使用教材 講義中に、毎回、配布する。 
参考文献 講義中に、適宜指示する。 
課題に対する 
フィードバック 

 第 2 回以降に毎回、提出する作業レポートにコメントがつけられて返却されるので、これを参考に

しながら、最終的な学期末レポートを作成する。 
オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日 5 限・6 限 
（1 号館 510 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） adachi-m#takasaki-u,ac,jp 

1 
講義内容  オリエンテーションとして、配布資料（第 1 回分）に基づいて社会調査の概要を解説する。 
該当到達目標 予習 不要。  時間 

1,2,3,6 復習 社会調査の概要について理解しておくこと。 1.5 時間 

2 

講義内容  配布資料（第 2 回分）に基づいて、社会調査のための情報資源にいかにアクセスするか、それを

どのように活かしていくのかを解説する。 
該当到達目標 予習  第 1 回で配布される資料（第 1 回分）をよく読んでおくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,6, 復習  各受講生が自分の関心にしたがって、調査にむけての情報を収集して、次

回に小レポートを作成すること。 1.5 時間 

3 

講義内容  配布資料（第 3 回分）に基づいて、量的調査（質問紙調査）と質的調査（面接調査）について解説

する。小レポートを回収する。実務経験で得た調査結果を事例として提示する。■ 
該当到達目標 予習  第 2 回で配布される資料（第 2 回分）をよく読んでおくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,6, 復習  とくに質問紙調査の手法について理解することによって、各自の関心に基づ

いたテーマと仮説を小レポートとして作成すること。 1.5 時間 

4 講義内容  各自のテーマと仮説を全体で検討した後で、配布資料（第 4 回分）に基づいて調査票の作成方法

を解説する。前回の小レポートは、コメントをつけて返却する。 



148 
 

該当到達目標 予習  第 3 回で配布された資料（第 3 回分）をよく読んでおくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,6, 復習  講義中のコメントを参考にして、各自のテーマと仮説を修正しておくこと。ま

た、その仮説を検証するための調査票を小レポートとして作成すること。 1.5 時間 

5 
講義内容  データの分析方法について、配布資料（第 5 回分）に基づいて解説する。小レポートにコメントをつ

けて返却する。 
該当到達目標 予習  第 4 回で配布された資料（第 4 回分）をよく読んでおくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,6, 復習  データ分析の方法について復習しておくこと。 1.5 時間 

6 
講義内容  教室内で各自の修正した調査票を配布して、実査（調査者側と被調査者側）を体験する。小レポー

トにコメントをつけて返却する。 
該当到達目標 予習  第 5 回で配布された資料（第 5 回分）をよく読んでおくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,6, 復習  各自の記入済みの調査票を点検しておくこと。 1.5 時間 

7 
講義内容  調査報告書のまとめ方について、配布資料（第 6 回分）で解説する。 
該当到達目標 予習  各自のデータ分析の計画を作成しておくこと。 1.5 時間 

1,2,3,4,6, 復習  データ分析の方法を復習して、データ分析をおこなうこと。 1.5 時間 

8 
講義内容  全講義を振り返って、あらためて社会調査のやり方について解説する。 
該当到達目標 予習  これまでの講義の配布資料を読み直しておくこと。  3 時間 

1,2,3,4,5,6, 復習  これまでの講義の配布資料を参考にしながら、調査報告書を作成すること。 3 時間 

合計時間（予習・復習） 25.
5 時間 

備考 

 講義の進め方としては、調査研究をおこなうプロセスに沿いながら、テーマの決定、仮説の設定、質問紙の作

成、実査のやり方、データの分析・考察、報告書の書き方といった段階に応じて、受講生に作業レポートを提出して

もらい、最終的にはそれらのレポートを総合的にまとめた学期末レポートを提出してもらい、調査研究のプロセスへ

の理解を深めてもらうようにする。 
 1 回でも欠席すると講義に参加できなくなりますので、8 回すべてに出席することが不可欠です。 
 ■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 060 公衆衛生学（小出省司）. 

科目名 公衆衛生学（看護基盤科目群・環境） 科目 
ナンバリング NRB106 

英文名 Public Health 講義形態 講義 
担当教員 小出 省司  
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

公衆衛生学は健康な集団に対して予防医学的なアプローチを行うところに特徴がある。公衆衛生学の歴

史を学びながら、このような公衆衛生学の特徴、医療・福祉・介護また環境等との関連を理解し、現在の

公衆衛生学的なものの見方や考え方を習得し、将来の看護師、保健師、助産師、理学療法士等の業務

を遂行していく際の周辺領域を理解する。 

到達目標 
１公衆衛生学②関する基本的な概念を理解し説明できる。 
２関連する法律・法制度、基本的な用語、社会・環境と健康の関連を説明できる。 
３現在のわが国の公衆衛生活動を理解し説明できる。 

評価方法 
期末のレポート（90％）及び、毎回の授業終了時に提出する質問・感想・意見等（10％）により
総合的に評価する。 

使用教材 

１教科書「衛生・公衆衛生学」（アイ・計コーポレーション） 
２参考図書「国民衛生の動向」（厚生労働統計協会） 
その他、必要により関連する資料を配布する。 

参考文献 参考図書「国民衛生の動向」（厚生労働統計協会） 
課題に対する 
フィードバック 

授業中、可能な限り質問を受けたり,各課題に対する学生の意見を聞く等の中でフィードバックしていきた

い。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当到達目標 予習 この科目を受講する意味を考えて、問題意識を深める。 1 時間 
１、２ 復習 今まで学んだ看護等各科目の知識との関連を考察する。 1 時間 

2 

講義内容 新型コロナウィルスと公衆衛生学 

該当到達目標 予習 
令和２年に中国を中心に発生した新型コロナウィルスを検証し公衆衛生学の必要

性等を考察する。 
1 時間 

１，２，３ 復習 公衆衛生が果たしてきた功績を再検証する。 1 時間 

3 

講義内容 第１章 公衆衛生学序論 第２章 国際保健 

該当到達目標 予習 
健康増進をキーに公衆衛生の役割とその活動のプロセスを理解する。また、グロ

ーバル時代に向けてWHOを中心に世界の動きを理解する。（教科書 １頁～２５

頁） 
1 時間 

１，２ 復習 公衆衛生学の重要性を理解する。 1 時間 

4 
講義内容 第３章 行政の仕組みと公衆衛生関連法規 
該当到達目標 予習 社会の基本ルールは法に拠所がある。特に行政の果たす役割が大きいのでその 1 時間 
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仕組みや法規について理解する。（教科書２６頁から３８頁 

１，２ 復習 
実際の行政の現場、法律等がどのように運用されているかを具体的に検証し理

解する。 
1 時間 

5 

講義内容 第４章 保健統計  

該当到達目標 予習 
各種保健統計がどのように作成され、活用されているかを概観する。（教科書 ３

９頁～５７頁） 
1 時間 

１，２ 復習 それぞれの統計から日本の人口、疾病構造、健康志向等を確認する。 1 時間 

6 

講義内容 第５章 疫学 第６章 疫学研究 

該当到達目標 予習 
疫学とは何かを理解する。また、そのエビデンスの質のレベルについても考察す

る。（教科書 ３９頁～８６頁） 
1 時間 

１，２ 復習 健康を支える疫学について総合的に学習する。 1 時間 

7 

講義内容 第７章 疾病予防と健康管理 
該当到達目標 予習 生活慣病予防のための健康対策の概略を理解する。（教科書 ８７頁～１１２頁） 1 時間 

１，２ 復習 
よりよい生活習慣を維持するための個人、組織・集団、国レベルの対策を具体的

に理解していく。 
1 時間 

8 

講義内容 第８章 主要疾病の疫学と保険制度予防 

該当到達目標 予習 
がん、心臓病、脳卒中等様々な疾患の現状を把握し、その疫学と今後の予防対

策を学ぶ。（教科書 １１３頁～１３９頁） 
1 時間 

１，２ 復習 
時代の流れと共に変化していく疾病の動きを把握し、そのための治療等が効果が

出ているか検証する。 
1 時間 

9 

講義内容 第９章 地域保健 

該当到達目標 予習 
健康活動の拠点である地域でどのような活動が展開されているか、特に行政等

の地域保健活動を概観する、（教科書 １４０頁～１４５頁） 
1 時間 

１，２ 復習 保健所や市町村保健センター等での保健師活動を中心に考察する。 1 時間 

10 

講義内容 第１０章 医療・福祉・介護 ① 医療 
該当到達目標 予習 釈迦補償制度の中で医療について概観する。（教科書 １４６頁～１５７頁） 1 時間 

１，２ 復習 
日本の国民皆保険制度がどう機能しているか、医療の向上に果たしている役割

等を考察する。 
1 時間 

11 

講義内容 第１０章 医療・福祉・介護 ② 福祉・介護 

該当到達目標 予習 
公衆衛生の隣接部門である福祉、介護も特に地域ケアシステムの理念から必須

の情報である。（教科書 １５８頁～１６８頁） 
1 時間 

１，２ 復習 少子高齢化社会の中で福祉、介護等の具体的課題を学習する。 1 時間 

12 

講義内容 第１１章 母子保健 

該当到達目標 予習 
日本の保健制度の原点である母子保健の必要性、今日的課題等について概観

する。（教科書 １６９頁～１７５頁) 
1 時間 

１，２ 復習 
年間の出生数が９０万人を割り一人ひとりの命を大事に育てて行く重要性を学習

する。 
1 時間 

13 

講義内容 第１２章 学校保健 第１３章 産業保健 

該当到達目標 予習 
学校では毎日多くの児童生徒教員等が生活している。そこでの健康管理の維持

がどうなっているか？を概観する。働く職場でも同じ課題等がある。（教科書 １７

６頁～２０３頁) 
1 時間 
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１，２ 復習 組織・集団内での健康確保、法制、専門職等の働きについても考察していく。 1 時間 

14 

講義内容 第１４章 成人・高齢者保健 第１５章 環境保健 

該当到達目標 予習 
人口の動きで高齢化が最大の特徴である日本においてこれら対象者の健康管理

をどう守っていくべきか、また温暖化が様々な事件を及ぼしている現実を概観す

る。（教科書 ２０４頁～２７４頁） 
1 時間 

１，２ 復習 
社会保障給付費も１００兆円を超している中で人生１００年時代を健康寿命の延

伸の中で生きていく課題を考察する。 
1 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 この科目で学ぶべきことは何だったのかを考察する。 1 時間 
１，２ 復習 もう一度,教科書等を復習してポイントを押さえていく。 1 時間 

合計時間（予習・復習） 30 時間 

備考 

① 毎回講義終了後に質問等受付ける。 
② 公衆衛生学はそれぞれの現場があり、授業中にもそれらの実際等を紹介していく。 
③ 日々のニュースや社会の動き(例・新型コロナウィルスの発症)を注視し学習している内容との関連性を検討する。 
予習・復習を疎かにしないようお願いする。予習･復習時間については、試験前の勉強にて補充すること。 
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看 061 保健医療福祉行政論（小出省司）. 

科目名 保健医療福祉行政論（看護基盤科目群・環境） 科目 
ナンバリング NRB204 

英文名 Social Welfare and Policy in Health Care 講義形態 講義 
担当教員 小出 省司 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域看護における保健・医療・福祉活動を深く理解するため、保健・医療・福祉活動に関わる多面的な法

的基盤や財政の状況を知る。あわせて、地域における活動の現状と今後の課題を考える機会とする。 

到達目標 
１国・都道府県及び市町村で実施している保健・医療・福祉施策について学ぶと共に、それぞれの役割

を理解し、説明できる。 
２医療の専門職として、それぞれの事業へどのような関わりができるかを考え、説明することができる。 

評価方法 
期末レポート（90％）及び、毎回の授業終了時に提出する質問・感想・意見等（10％）により総合
的に評価する。 

使用教材 

１標準保健師講座「保健医療福祉行政論」（医学書院） 
２「国民衛生の動向」（厚生労働統計協会） 
その他、必要により関連する資料を配布する。 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

授業中、可能な限り質問を受けたり各課題に対する学生の意見を聞く等の中でフィードバックしていきた

い。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当到達目標 予習 この科目を受講する意味を考えて、問題意識を深める。 1 時間 
１、２ 復習 今まで学んだ看護各科目の知識との関連を考察する。 1 時間 

2 

講義内容 社会保障と税の一体改革 

該当到達目標 予習 
全世代型社会保障の改革が国民的課題になっている今日、それぞれの制度の

問題点等を点検し、また財源である税のあり方等を理解する。 
1 時間 

１、２ 復習 社会保障を公助、共助、自助を適切に組み合わせて実現が可能か、検証する。 1 時間 

3 

講義内容 序章 保健医療福祉行政のめざすもの、第１章 保健医療福祉制度の変遷 

該当到達目標 予習 
住民の健康福祉の向上が目的であるが、現実がどうなっているか？特に憲法に

規定された公的責任をどう進めるか理解していく。そのためには歴史的にどのよ

うに発展してきたかも重要な視点である。（教科書①２頁～５２頁） 
1 時間 

１、２ 復習 社会保障制度の充実に向けどのような対応を図ってきたかを検証する。 1 時間 

4 
講義内容 第２章 保健医療福祉行政・財政の理念と仕組み 

該当到達目標 予習 
社会保障の具体的な実現には行政組織の充実と財源の確保が事業実現には不

可欠であることを理解する。(教科書①５４頁～８６頁) 
1 時間 



153 
 

１、２ 復習 
具体的な行政組織の確認、またお金の流れがどうなっているか等を検証してい

く。 
1 時間 

5 

講義内容 第３章 社会保障制度 

該当到達目標 予習 
年金、医療、福祉等の諸制度を理解し、これからの時代にどこに重点を置いて行

くべきか理解する。(教科書①８８頁～１４８頁) 
1 時間 

１、２ 復習 制度の詳細を確認しながら、それぞれの目的が実現できているか検証していく。 1 時間 

6 

講義内容 第４章 地域保健の体系 

該当到達目標 予習 
健康の基本は予防対策であるが、健康寿命の延伸に向けてどのような保健活動

が展開されているか理解する。(教科書①１５０頁～１７３頁) 
1 時間 

１、２ 復習 
保健と医療、福祉の連携が重要視されているが、地域保健活動の成否がその基

本であることを検証していく。 
1 時間 

7 

講義内容 第５章 保健医療福祉計画と評価 

該当到達目標 予習 
保健医療福祉の事業は多くの人材、莫大な費用が必要になります。年次計画を

立て効果的な事業運営が求められていることを理解する。(教科書①１７６頁～２

２３頁) 
1 時間 

１、２ 復習 
戦後、様々な計画が検討されてきたが、その成果等を確認し今後の取り組みを検

討していく。 
1 時間 

8 

講義内容 第１編 わが国の社会保障の動向と衛生行政の体系 

該当到達目標 予習 
少子高齢化の進行が激しい中で、日本の社会保障の鳥瞰図を確認して今後の課

題等を理解していく。（教科書②１１頁～４６頁） 
1 時間 

１、２ 復習 
今後押し進めるべき課題は何か、また見直し等検討を要するものは何かを具体

的②考察していく。 
1 時間 

9 

講義内容 第２編 衛生の主要指標 

該当到達目標 予習 
各種の統計指標を確認し時系列も含めて医療や保健の実際を理解していく。(教
科書②４７頁～９１頁) 

1 時間 

１、２ 復習 
政策課題を考察する上でデータは証拠になるものであり、それらを確認して事業

展開を図っていく必要がある。 
1 時間 

10 

講義内容 第３編 保健と医療の動向 

該当到達目標 予習 
生活習慣病、がん、感染症等の保健と医療の具体的な事業を理解していく。（教

科書②９２頁～１８４頁） 
1 時間 

１、２ 復習 健康の維持の観点から様々な疾患の治療等がどうなっているか検証する。 1 時間 

11 

講義内容 第４編 医療提供体制と医療保険、 第５編 介護保険 

該当到達目標 予習 
病院、診療所等の実態がどうか、また多額な医療費を保険で賄えるか等の現状

を理解すると共に２０００年に始まった介護保険もその課題を理解する。(教科書

②１８５頁～２６０頁) 
1 時間 

１、２ 復習 持続可能な医療保険制度のあり方等を検証していく。 1 時間 

12 
講義内容 第６編 薬事、 第７編 生活環境 
該当到達目標 予習 関連事項である薬事、生活環境について理解する。(教科書②２６１頁～３２３頁) 1 時間 
１、２ 復習 これら関連事項が国民の健康福祉の推進に役立っているかを検証する。 1 時間 

13 
講義内容 第８編 労働衛生、 第９編 環境保健、 第１０編 学校保健 
該当到達目標 予習 この項も関連事項である労働衛生、環境保健、学校保健について理解していく。 1 時間 
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（教科書②３２４頁～３８８頁） 
１、２ 復習 やはり国民の健康福祉の推進にどう関連しているかも検証する。 1 時間 

14 

講義内容 保健医療等に関連する「新書」から情報収集｛未定｝ 
該当到達目標 予習 保健医療等に関する「新書」を選定し、今まで学んだ内容の検証を行う。 1 時間 

１、２ 復習 
保険と医療と福祉の連携が重要になっていることを新書等で総合的に確認してみ

る。 
1 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 この科目で学ぶべきことは何だったのかを考察する。 1 時間 
１、２ 復習 もう一度,教科書等を復習してポイントを押さえていく。 1 時間 

合計時間（予習・復習） 30 時間 

備考 

④ 毎回講義終了後に質問等受付ける。 
⑤ 保健、医療、福祉はそれぞれの現場があり、授業中にもそれらの実際等を紹介していく。 
⑥ 日々のニュースや社会の動き(例・新型コロナウィルスの発症)を注視し学習している内容との関連性を検討する。 
⑦ 予習・復習を疎かにしないようお願いする。 

予習･復習時間については、試験前の勉強にて補充すること。 
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看 062 医療情報システム論（一戸真子）.  

科目名 医療情報システム論（看護基盤科目群・環境） 科目 
ナンバリング NRB205 

英文名 Medical Information System Theory 講義形態 講義 
担当教員 一戸 真子 
科目に関連した 
実務経験 

25 年間、病院評価者として病院評価を実施してきており、医療現場に精通しており、数多くの病院

情報システムや電子カルテシステム、看護支援システムの実際について熟知している。 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

情報テクノロジーの目覚ましい進歩に伴い、医療現場における医療情報システム化が急速に進んできて

いる現状を理解することにより、どのようなことが患者・家族－看護師関係および看護師―医師関係、そ

の他の医療従事者間において変化してきているかについて学習する。オーダリングシステムや電子カル

テシステムにはどのような情報が含まれているか、医療情報のシステム化が医療の質の向上にどのよう

に貢献可能であるかについて理解を深め、チーム医療時代における医療情報システムのあり方、医療安

全への貢献についても理解を深める。看護支援システムについても理解を深め、更に地域医療連携情

報システムについても学習する。 

到達目標 

1.医療情報システムの定義および関係する制度や情報の量と質について説明できる。 

2.オーダリングシステムおよび電子カルテシステムの実際について説明できる。■ 

3.看護情報支援システムについて説明できる。■ 

4.医療情報システムにおける患者・家族―看護師関係および看護師―医師関係、その他の医療従事者

関係の変化について説明できる。■ 

5.医療情報システムが、医療現場における医療の質の向上および医療の安全にどのように貢献できるか

説明できる。■ 

6.地域医療連携情報システムと標準化について説明できる。 

評価方法 期末試験８0％、小レポート 20％で評価する。総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 
教科書「医療情報システム入門」保健医療福祉情報システム工業会 JAHIS編 （社会保険研究所）最新

版 ISBN 978-4-7894-1893-5 C3047 

参考文献 必要に応じて授業内で紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

小レポートの返却および解説を行う。 

定期試験後に問題出題意図を説明する。 

オフィスアワー 
（研究室） 集中講義日の土曜日 12～13 時 メールアドレス 

（＃→＠） shinkoichinohe#gmail.com 

1 
講義内容 医療情報システムの基礎と実際 ■ 
該当到達目標 予習 教科書の第 1 章の第 1 部に目を通す。 1.5 時間 

１ 復習 病院情報システムを理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 医療の IT 化に関する諸制度  
該当到達目標 予習 教科書の第 1 章の第 2 部に目を通す。 1.5 時間 

1 復習 病院業務と IT、診療報酬制度との関係を理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 オーダリングシステム、電子カルテシステムと実際 ■ 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 章の第 1 部に目を通す。  1.5 時間 
2 復習 電子カルテシステムの実際と機能について理解する。 1.5 時間 

4 講義内容 看護情報支援システム ■ 
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該当到達目標 予習 教科書の第 2 章の第 2 部に目を通す。 1.5 時間 
   3 復習 看護情報支援システムの機能と実際について理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 患者・家族中心のシステムに求められる視点 ■ 
該当到達目標 予習 教科書の第 3 章の第 1 部、第 2 部に目を通す。 1.5 時間 

   4 復習 患者・家族―看護師関係、看護師―医師関係とシステムについて理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 チーム医療と医療情報システム ■ 
該当到達目標 予習 教科書の第 3 章の第 3 部、第 4 部に目を通す。 1.5 時間 

   4 復習 各部門におけるシステムを理解し、チーム医療との関係を理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 医療の質の向上、安全とシステム ■ 
該当到達目標 予習 教科書の第 4 章の第 1 部に目を通す。 1.5 時間 

   5 復習 リスク管理システムやセキュリティについて理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 医療情報システムの今後  
該当到達目標 予習 教科書の第 4 章の第 2 部、第 3 部に目を通す。 1.5 時間 

   6 復習 医療情報の標準化や地域医療連携情報システムについて理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 ■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 063 薬理学（吉田一貴）. 

科目名 薬理学（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB206 

英文名 Clinical Pharmacology 講義形態 講義 
担当教員 伊藤政明、吉田一貴 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医薬品の作用する過程を理解するために、代表的な薬物の作用、作用機序、及び体内での運命に関す

る基本的知識を修得する。 

到達目標 

基本的な疾患についての代表的な治療薬を挙げ、その作用機序ならびに副作用を説明できる。 

1.  薬はどのように作用するのか説明できる。 

2.  薬はどのように体内をめぐっていくのか説明できる。 

3.  薬効に影響する因子･薬物の有害作用はなぜおこるのか･薬害問題について説明できる。 

4.  抗感染症薬について説明できる。 

5.  抗がん薬･免疫治療薬について説明できる。 

6.  抗アレルギー薬･抗炎症薬について説明できる。 

7.  末梢神経系に作用する薬について説明できる。 

8.  中枢神経系に作用する薬 について説明できる。 

9.  心臓･血管系に作用する薬 について説明できる。 

10. 呼吸器･消化器･生殖器系に作用する薬について説明できる。 

11. 物質代謝に作用する薬について説明できる。 

評価方法 受講態度（10 %）および期末試験（90 %）から総合的に評価する。 

使用教材 
系統看護学講座専門基礎分野「薬理学」第 14 版 

吉岡充弘他編 医学書院 2018 年 2,484 円 

講義のスライドを随時プリントして配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 講義の単元ごとに確認問題を提示し、その解説を行う。  

オフィスアワー 
（研究室） 

木曜 5 限。金曜 5 限。その他適宜対応

可能（7 号館 325 研究室【伊藤】、7 号館 

実験室Ⅰ【吉田】）。 
メールアドレス 
（＃→＠） 

mito#takasaki-u.ac.jp 【伊藤】 
yoshida-k#takasaki-u.ac.jp【吉田】 

1 
講義内容 薬理学の概念 
該当到達目標 予習 教科書の総論第 1 章と第 2 章の F に目を通しておくこと。 1 時間 

1 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

2 
講義内容 薬はどのように作用するのか 
該当到達目標 予習 教科書 第 2 章の A に目を通しておくこと。 1 時間 

1 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

3 講義内容 薬はどのように体内をめぐっていくのか 
該当到達目標 予習 教科書 第 2 章の B に目を通しておくこと。 1 時間 
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2 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

4 
講義内容 薬効に影響する因子･薬物の有害作用はなぜおこるのか･薬害問題 
該当到達目標 予習 教科書第 2 章の C、D、E に目を通しておくこと。 1 時間 

3 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

5 
講義内容 抗感染症薬 
該当到達目標 予習 教科書 第 3 章に目を通しておくこと。 1 時間 

4 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

6 
講義内容 抗がん薬･免疫治療薬 
該当到達目標 予習 教科書 第 4 章と第 5 章に目を通しておくこと。 1 時間 

5 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

7 
講義内容 抗アレルギー薬･抗炎症薬 
該当到達目標 予習 教科書 第 6 章に目を通しておくこと。 1 時間 

6 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

8 
講義内容 末梢神経系に作用する薬（1） 
該当到達目標 予習 教科書 第 7 章の A、B、C に目を通しておくこと。 1 時間 

7 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

9 
講義内容 末梢神経系に作用する薬（2） 
該当到達目標 予習 教科書 第 7 章の D、E に目を通しておくこと。 1 時間 

7 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

10 
講義内容 中枢神経系に作用する薬 (1) 
該当到達目標 予習 教科書 第 8 章の A、B、C、D に目を通しておくこと。 1 時間 

8 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

11 
講義内容 中枢神経系に作用する薬 (2) 
該当到達目標 予習 教科書 第 8 章の E、F、G、H に目を通しておくこと。 1 時間 

8 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

12 
講義内容 心臓･血管系に作用する薬 (1) 
該当到達目標 予習 教科書 第 9 章の A、B、C、D に目を通しておくこと。 1 時間 

9 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

13 
講義内容 心臓･血管系に作用する薬 (2) 
該当到達目標 予習 教科書 第 9 章の E、F、G、H に目を通しておくこと。 1 時間 

9 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

14 
講義内容 呼吸器･消化器･生殖器系に作用する薬 
該当到達目標 予習 教科書 第 10 章に目を通しておくこと。 1 時間 

10 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 

15 
講義内容 物質代謝に作用する薬 
該当到達目標 予習 教科書 第 11 章に目を通しておくこと。 1 時間 

11 復習 確認問題を活用し、講義内容の要点を理解してまとめること｡ 1 時間 
合計時間（予習・復習） 30 時間 

備考 各分野ごとに疾患治療に用いられる代表的な薬物を取り上げ、その作用機序を説明する。 

予習復習の不足分は、試験前の学習で補完すること 
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看 064 微生物学（桑原敦志）. 

科目名 微生物学（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB107 

英文名 Microbiology 講義形態 講義 
担当教員 桑原敦志 
科目に関連した 
実務経験 

医師として大学病院検査部、感染制御部に勤務していた。現在、非常勤内科医師として一般内科、甲状

腺専門外来を病院で担当している。 
学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

微生物感染症は、先進国においては過去の疾患と思われがちであるが、高齢者やがんなどの患者で

は、免疫力が低下しているために感染症を起こしやすく、日本人の死亡原因の第 4 位の肺炎は微生物

感染症である。入院患者では、院内感染症の発生が致命的となる。看護職にある者にとって必須の感染

症の発生要因、予防法、治療法について理解することが本講座の目的である。授業は教科書と教員の

作成するプリントを使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の提示を行っていく。 

到達目標 

1. 微生物に関する基本的知識が説明できる。 

2. 病原体となる微生物の特徴を説明することができる。■ 

3. 病原微生物に対する消毒や化学療法が説明できる。■ 

4. 院内感染防止など感染予防の説明ができる。■ 

5. 感染症から身を守るための免疫システムの説明ができる。■ 

評価方法 
定期試験 100％で評価する。 

総合評価 60％以上を合格とする。 

 

使用教材 

ﾃｷｽﾄ：系統看護学講座［微生物学］（医学書院） 

ISBN978-4-260-03183-7 

講義に合わせた空欄のあるプリントを配布する。  
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 定期試験後には解答を公表し、自己学習を行えるようにする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

水曜日 3 時限、質問はメールでも受け付

ける。研究室：5 号館 6 階 601 
メールアドレス 
（＃→＠） kuwabara#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 微生物の概要 
該当到達目標 予習 教科書第 1 章に目を通す。 0.25 時間 

1 復習 微生物の種類や人と微生物のかかわりについて理解する。 0.5 時間 

2 
講義内容 微生物の種類と特徴①細菌 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 2 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2 復習 細菌の特徴、携帯、常在細菌について理解する｡ 0.5 時間 

3 
講義内容 微生物の種類と特徴②真菌、原虫、ウイルス ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 3,4,5 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2 復習 真菌、原虫の特徴、ウイルスの構造と種類について理解する｡ 0.5 時間 
4 講義内容 感染と感染症 ■ 
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該当到達目標 予習 教科書第 6 章に目を通す。 0.25 時間 
1,2 復習 感染と感染症違い、病原体別の感染経路を理解する｡ 0.5 時間 

5 
講義内容 感染に対する生体防御機構① ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 7 章Ａに目を通す。 0.25 時間 

5 復習 微生物感染を防ぐ生体のバリアーと免疫機構を理解する。 0.5 時間 

6 
講義内容 感染に対する生体防御機構② ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 7 章Ｂに目を通す。 0.25 時間 

5 復習 液性免疫と細胞性免疫、感染徴候と症状について理解する。 0.5 時間 

7 
講義内容 感染源・感染経路からみた感染症 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章に目を通す。 0.25 時間 

1,2 復習 空気感染、飛沫感染、接触感染の感染機序を理解する。 0.5 時間 

8 
講義内容 感染症の予防 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章に目を通す。 0.25 時間 

3 復習 消毒・滅菌法や標準予防策を理解する。 0.5 時間 

9 
講義内容 感染症の検査と診断 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章に目を通す。 0.25 時間 

1,4 復習 細菌学的検査法、真菌、ウイルス、寄生虫の検査法と遺伝学的検査を理解する。 0.5 時間 

10 
講義内容 感染症の治療 ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 11 章に目を通す。 0.25 時間 

3,4 復習 化学療法と薬剤感受性、薬剤耐性のメカニズムを理解する。 0.5 時間 

11 
講義内容 ヒト免疫不全ウイルス ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 16 章 14-2 に目を通す。 0.25 時間 

1,2,3,4 復習 ＨＩＶに関する基礎知識とエイズ発症に関して理解する。 0.5 時間 

12 
講義内容 消化器・尿路感染症 ■ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

1,2,4 復習 ノロウイルス感染症や細菌性食中毒、尿路感染の病原体を理解する。 0.5 時間 

13 
講義内容 呼吸器感染症 ■ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

1,2,4 復習 呼吸器感染を起こす病原体、、結核感染やインフルエンザ感染を理解する。 0.5 時間 

14 
講義内容 院内感染対策・予防接種 ■ 
該当到達目標 予習 配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

4 復習 院内感染防止のための標準予防策や予防接種を理解する。 0.5 時間 

15 
講義内容 最近話題の感染症及びまとめ ■ 
該当到達目標 予習 教科書第 12 章に目を通す。配布プリントに目を通す。 0.25 時間 

1,2 復習 エボラウイルスや新型肺炎コロナウイルスなど最近の感染症を理解する。 0.5 時間 

合計時間（予習・復習） 11.
25 時間 

備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 065 病理学（福田利夫）. 

科目名 病理学（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB207 

英文名 Pathology 講義形態 講義 
担当教員 福田利夫、瀬川篤記、下田雄輝 
科目に関連した 
実務経験 福田、瀬川、下田：病理専門医、細胞診専門医として病理診断、細胞診断に従事 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

病理学は、解剖学とともに、近現代医学の根幹である。病理学によって確立された医学上の諸概念を知

悉しておくことは、初学者から専門職医療人に至るまで、医療に携わるものにとっては避けては通れない

ものである。この講義では、これまで学んだ、解剖学、組織学、生化学、生理学の知識を確認しながら、

「からだのかたちの変化としての病気」をみてゆく、そして、疾病の病因論、病理形態学の基礎知識を学

習し、今後の勉学の礎を形成することが目標である 

到達目標 1.病理学の基礎的な概念、用語を理解し、人に説明できる。 

2.各臓器で、経験する頻度が高く、重要な疾患の概要を説明できる。 
評価方法 期末試験の成績と講義中の小テスト等の成績を総合評価（７：３）し、合計６０点以上を可とする。 

使用教材 系統看護講座専門基礎病理学、大橋健一ら著、医学書院、2018 年 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 期末試験後に、問題出題意図の解説を文書で配布する 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 病理学概論■ 
該当到達目標 予習 教科書の前書き、シラバス内容を読んで講義目標など理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 病理学、病理診断学の医学、医療における意義を確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 病理総論１ 腫瘍■ 
該当到達目標 予習 教科書の腫瘍の部分に目を通す。 1.5 時間 

1,2 復習 ヒトの腫瘍の種類、原因、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 病理総論２ 炎症■ 
該当到達目標 予習 教科書の炎症の部分に目を通す。 1.5 時間 

1,2 復習 炎症の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 病理総論３ 循環障害■ 
該当到達目標 予習 教科書の循環障害の部分に目を通す。 1.5 時間 

1,2 復習 循環障害の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 病理総論４ 感染症・免疫異常・代謝障害■ 
該当到達目標 予習 教科書の感染症、免疫異常、代謝障害の部分に目を通す。 1.5 時間 

1,2 復習 感染症、免疫異常の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 病理学論１ 循環器病変■ 
該当到達目標 予習 心、血管の構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 心、血管の病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 
7 講義内容 病理学論２ 呼吸器病変■ 
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該当到達目標 予習 上部気道、肺の構造、機能を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 上部気道、肺の病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 病理各論３ 消化管病変■ 
該当到達目標 予習 消化管の構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 消化管の病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 病理学論４ 肝・胆・膵病変 
該当到達目標 予習 肝・胆・膵臓の構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 肝・胆・膵臓の病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 病理学論５ 筋・骨・関節・皮膚病変■ 
該当到達目標 予習 筋・骨・関節・皮膚構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 筋・骨・関節・皮膚の病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 病理学論６ 腎・泌尿器・男性生殖器病変■ 
該当到達目標 予習 腎・泌尿器・男性生殖器の構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 腎・泌尿器・男性生殖器の病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 病理学論７ 女性生殖器。乳腺病変■ 
該当到達目標 予習 子宮、卵巣,乳腺の構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 婦人科疾患、乳腺病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 病理各論８ 内分泌・脳神経病変■ 
該当到達目標 予習 内分泌臓器、脳神経の構造、機能を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 内分泌臓器病変、脳神経病変の種類、原因、結果、病理学的特徴を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 病理各論９ 病理組織検査■ 
該当到達目標 予習 腫瘍の病理学的特徴を確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 病理組織検査の意義を理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 病理各論１０ 細胞診検査 ■ 
該当到達目標 予習 正常細胞と癌細胞の違いを確認する。 1.5 時間 

1,2 復習 細胞診検査の癌の早期発見における意義を理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

授業全体の進め方：授業は３人のオムニバス方式で行う。テキストの他に自作の配布プリント及びパワーポイントを活用

し、図や表を元に口頭での説明を交えくわしく説明していく。 

病理学は基礎医学と臨床医学を連携する領域であり、診療に深く関わる診断の重要な領域でもあるので、しっかり履修

する必要がある。授前には関連する解剖・生理学の復習をし、授業後には病理学、臨床医学の関連する領域を復習す

る。復習には臨床分野の教科書を参考にして、インターネット等も活用して関連する情報の取得して、知識を確認、更新

につとめる。 

・予習・復習については、試験前後の学習で補完すること。 

・質問等は授業中に行うことが望ましいが、授業開始前もしくは終了後に教室で応じる。 

（■：実務経験に基づく内容を示す。） 
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看 066 リハビリテーション概論（解良武士）. 

科目名 リハビリテーション概論（看護基盤科目群・健康） 
科目 
ナンバリング NRB208 

英文名 Introduction to Rehabilitation 講義形態 講義 
担当教員 解良 武士 

科目に関連した 
実務経験 

大学病院・急性期一般病院・慢性期病院で常勤・非常勤理学療法士として勤務（２６年間） 

学年・開講期 2年 後期 選必・単位数 選択 1単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

１．リハビリテーションの理念・概念が理解できる。■ 

２．疾病や障害による心身機能低下をもつ対象者の障害像が理解できる。■ 

３．リハビリテーションを提供するセラピストの業務が理解できる。 

４．リハビリテーションに関わるチーム医療について理解できる。■ 

５．リハビリテーション看護について理解できる。 

到達目標 
医療・福祉では重要なリハビリテーションについて、その概要を知る。またチーム医療とし

て一緒に働く理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の仕事を知る。さらにリハビリテーショ

ンの対象となる疾病の障害像について理解する。 

評価方法 学期末試験（１００％） 

使用教材 配付資料 

参考文献 15レクチャーシリーズ リハビリテーション概論（中山書店） 
課題に対する 
フィードバック 学期末試験の内容についての解説でフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜 2限目、金曜 2限目 

（5号館 5階 503研究室） 
メールアドレス 
（＃→＠） 

kera#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 リハビリテーション概論について■ 

該当到達目標 予習 リハビリテーションについて調べてくる。 1.5 時間 

1 復習 リハビリテーションの概念について説明できるように復習する。 1.5 時間 

2 
講義内容 リハビリテーションに共通した看護とリハビリテーション看護 

該当到達目標 予習 セルフケアについて調べてくる 1.5 時間 

2 復習 リハビリテーション場面でのケアについて復習する 1.5 時間 

3 

講義内容 リハビリテーションにおける各種測定法と看護■ 

該当到達目標 予習 関節可動域について調べておく 1.5 時間 

2 復習 基本的機能評価について復習する 1.5 時間 

4 
講義内容 疾患別リハビリテーション看護（脳血管障害）■ 

該当到達目標 予習 脳卒中について調べておく 1.5 時間 

3,4,5 復習 上記疾患に関するケアについて復習する 1.5 時間 

5 
講義内容 疾患別リハビリテーション看護（運動器疾患）■ 

該当到達目標 予習 大腿骨頸部骨折について調べる 1.5 時間 

3,4,5 復習 上記疾患に関するケアについて復習する 1.5 時間 

6 
講義内容 疾患別リハビリテーション看護（循環器疾患）■ 

該当到達目標 予習 虚血性心疾患について調べておく 1.5 時間 

3,4,5 復習 上記疾患に関するケアについて復習する 1.5 時間 

7 講義内容 疾患別リハビリテーション看護（呼吸器疾患）■ 
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該当到達目標 予習 COPDについて調べておく 1.5 時間 

3,4,5 復習 上記疾患に関するケアについて復習する 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ 

該当到達目標 予習 １～７回までの内容について復習する 1.5 時間 

1-5 復習 学期末試験の内容について復習する 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 配付資料を用いて各回のテーマに沿って解説する。特に対象者の障害像の理解の中心に講義を展開してい

く。（■：実務経験に基づく内容を示す）  
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看 067 臨床医学Ⅰ（内科学・外科学）（田中聡一）. 

科目名 臨床医学Ⅰ（内科学・外科学）（看護基盤科目群・健康） 
科目 
ナンバリング NRB108 

英文名 Clinical medicine Ⅰ（Internal medicine・Surgery） 講義形態 講義 
担当教員 田中聡一 
科目に関連した 
実務経験 非常勤医師として病院に勤務（現在） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人の病気に関する臨床医学の基礎を学習する。本科目では、神経系疾患、呼吸器疾患、循環器疾

患、血液疾患、消化器疾患および腎疾患について学ぶ。 

到達目標 １．人の解剖、生理を説明できる。 

２．疾患の概要（原因、疫学、症状、検査、治療）を説明できる。■ 

評価方法 定期試験 85％、授業参加・貢献度 15％で評価する。総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 「臨床病態学」 1、２、３巻（ヌーヴェルヒロカワ） ISBN 978-4861740497 

参考文献 「人体のしくみとはたらき」（朝倉書店） ISBN 978-4254330083 
使用教材に、ラインやポイントをすでに書き込んである pdf ファイル 

課題に対する 
フィードバック 授業後、質問事項を紙面で受ける。次の授業時間でその解説を授業で全学生に対して行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜 3-4 限（5 号館 6 階 602 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） stanaka#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 脳血管障害■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、脳血管障害に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

2 

講義内容 神経系感染症、脱髄性疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、神経系感染症、脱髄性疾患に関する pdf 教材をみて、下

線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

3 

講義内容 神経変性症、筋萎縮性側索硬化症■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、神経変性症、筋萎縮性側索硬化症に関する pdf 教材を

みて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでお

く。 

0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

4 

講義内容 末梢神経疾患、筋疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、末梢神経疾患、筋疾患に関する pdf 教材をみて、下線や

ポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

5 講義内容 呼吸器感染症■ 
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該当到達目標 予習 
授業前に配付した、呼吸器感染症に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

6 

講義内容 呼吸器アレルギー性疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、呼吸器アレルギー性疾患に関する pdf 教材をみて、下線

やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

7 

講義内容 閉塞性肺疾患、拘束性肺疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、閉塞性肺疾患、拘束性肺疾患に関する pdf 教材をみて、

下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

8 

講義内容 肺循環障害、換気異常■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、肺循環障害、換気異常に関する pdf 教材をみて、下線や

ポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

9 

講義内容 肺がん、胸腔疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、肺がん、胸腔疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイ

ントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

10 

講義内容 先天性心疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、先天性心疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

11 

講義内容 虚血性心疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、虚血性心疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

12 

講義内容 心弁膜症■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、心弁膜症に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自

分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

13 

講義内容 心筋症、肺性心■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、心筋症、肺性心に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 
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14 

講義内容 心不全、血圧異常■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、心不全、血圧異常に関する pdf 教材をみて、下線やポイ

ントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

15 

講義内容 上室性不整脈■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、上室性不整脈に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

16 

講義内容 心室性不整脈、救急処置■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、心室性不整脈、救急処置に関する pdf 教材をみて、下線

やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

17 

講義内容 血管性疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、血管性疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

18 

講義内容 貧血、多血症■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、貧血、多血症に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

19 

講義内容 白血病■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、白血病に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自分

が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

20 

講義内容 悪性リンパ腫、骨髄系疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、悪性リンパ腫、骨髄系疾患に関する pdf 教材をみて、下

線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

21 

講義内容 出血性疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、出血性疾患（血小板系、凝固系）に関する pdf 教材をみ

て、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

22 
講義内容 食道疾患、胃疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、食道疾患、胃疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイ

ントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 
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１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

23 

講義内容 十二指腸疾患、小腸疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、十二指腸疾患、小腸疾患に関する pdf 教材をみて、下線

やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

24 

講義内容 大腸疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、大腸疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自

分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

25 

講義内容 肝炎、脂肪肝■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、ABC 型肝炎、脂肪肝に関する pdf 教材をみて、下線やポ

イントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

26 

講義内容 肝硬変、肝がん■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、肝硬変、肝がんに関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

27 

講義内容 胆道系疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、胆道系疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

28 

講義内容 膵疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、膵疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自分

が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

29 

講義内容 腎炎、ネフローゼ症候群■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、腎炎、ネフローゼ症候群に関する pdf 教材をみて、下線や

ポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

30 

講義内容 急性腎不全、慢性腎不全■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、急性腎不全、慢性腎不全に関する pdf 教材をみて、下線

やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

合計時間（予習・復習） 22.

5 
時間 
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備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 068 臨床医学Ⅱ（内科学・外科学）（田中聡一）. 

科目名 臨床医学Ⅱ（内科学・外科学）（看護基盤科目群・健康） 
科目 
ナンバリング NRB209 

英文名 Clinical medicine Ⅱ（Internal medicine・Surgery） 講義形態 講義 
担当教員 田中聡一 
科目に関連した 
実務経験 非常勤医師として病院に勤務（現在） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人の病気に関する臨床医学の基礎を学習する。本科目では、内分泌疾患、代謝疾患、感染症、感

覚器疾患、泌尿・生殖器疾患および口腔疾患について学ぶ。 

到達目標 １．人の解剖、生理を説明できる。 

２．疾患の概要（原因、疫学、症状、検査、治療）を説明できる。■ 
評価方法 定期試験 85％、授業参加・貢献度 15％で評価する。総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 「臨床病態学」 1、２、３巻（ヌーヴェルヒロカワ） ISBN 978-4861740497 

参考文献 「人体のしくみとはたらき」（朝倉書店） ISBN 978-4254330083 
使用教材に、ラインやポイントをすでに書き込んである pdf ファイル 

課題に対する 
フィードバック 授業後、質問事項を紙面で受ける。次の授業時間でその解説を授業で全学生に対して行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜 3-4 限（5 号館 6 階 602 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） stanaka#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 内分泌疾患（内分泌器官と生理学的働き）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、内分泌器官と生理学的働きに関する pdf 教材をみて、下

線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 
時間 

2 

講義内容 内分泌疾患（視床下部・下垂体系）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、視床下部・下垂体系疾患に関する pdf 教材をみて、下線

やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

3 

講義内容 内分泌疾患（甲状腺・副甲状腺）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、甲状腺・副甲状腺疾患に関する pdf 教材をみて、下線や

ポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

4 

講義内容 内分泌疾患（副腎疾患）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、副腎疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自

分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

5 
講義内容 内分泌疾患（性腺疾患）■ 

該当到達目標 予習 授業前に配付した、性腺疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自 0.5 時間 
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分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

6 

講義内容 代謝疾患（糖代謝異常症）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、糖代謝異常症に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

7 

講義内容 代謝疾患（脂質代謝異常症、栄養異常、痛風）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、脂質代謝異常症、栄養異常、痛風に関する pdf 教材をみ

て、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

8 

講義内容 感染症（ウィルス感染症）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、ウィルス感染症に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

9 

講義内容 感染症（細菌感染症）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、細菌感染症に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

10 

講義内容 感染症（真菌感染症、原虫感染症、寄生虫感染症）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、真菌感染症、原虫感染症、寄生虫感染症に関する pdf 教

材をみて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んで

おく。 

0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

11 

講義内容 感覚器疾患（皮膚疾患）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、皮膚疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自

分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

12 

講義内容 感覚器疾患（眼疾患）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、眼疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自分

が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

13 

講義内容 感覚器疾患（耳疾患、鼻疾患）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、耳疾患、鼻疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 
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14 

講義内容 泌尿器・生殖器疾患■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、泌尿器・生殖器疾患に関する pdf 教材をみて、下線やポ

イントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

15 

講義内容 歯科・口腔系疾患（う歯、歯周病）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、う歯、歯周病に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１，２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

合計時間（予習・復習） 11.

25 
時間 

備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 069 臨床医学Ⅲ（老年医学）（田中聡一）. 

科目名 臨床医学Ⅲ（老年医学）（看護基盤科目群・健康） 
科目 
ナンバリング NRB210 

英文名 Clinical medicine Ⅲ（Geriatric medicine） 講義形態 講義 
担当教員 田中聡一 
科目に関連した 
実務経験 非常勤医師として病院に勤務（現在） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） フレイル、高齢者の生理機能を学習し、高齢者特有の病気に関する臨床医学の基礎を習得する。 

到達目標 １．フレイル、高齢者の生理機能を説明できる。 

２．高齢者に多い疾患の概要（原因、疫学、症状、検査、治療）を説明できる。■ 
評価方法 定期試験 85％、授業参加・貢献度 15％で評価する。総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 ≪系統看護学講座 専門分野Ⅱ≫老年看護 病態・疾患論（医学書院） ISBN 978-4260031721 

参考文献 
「臨床病態学」 1、２、３巻（ヌーヴェルヒロカワ） ISBN 978-4861740497 
「人体のしくみとはたらき」（朝倉書店） ISBN 978-4254330083 

使用教材に、ラインやポイントをすでに書き込んである pdf ファイル 
課題に対する 
フィードバック 授業後、質問事項を紙面で受ける。次の授業時間でその解説を授業で全学生に対して行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜 3-4 限（5 号館 6 階 602 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） stanaka#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 高齢者の生理学的特徴（認知機能、感覚機能）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者の認知機能、感覚機能に関する pdf 教材をみて、

下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 
時間 

2 

講義内容 高齢者の生理学的特徴（呼吸機能、循環機能、代謝機能）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者の呼吸機能、循環機能、代謝機能に関する pdf 教

材をみて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んで

おく。 

0.5 時間 

１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

3 

講義内容 高齢者の生理学的特徴（排尿障害、便秘）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者の排尿障害、便秘に関する pdf 教材をみて、下線

やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

4 

講義内容 フレイル（身体的）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、身体的フレイルに関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 
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5 

講義内容 腰背痛、膝痛、転倒、骨折■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者の腰背痛、膝痛、転倒、骨折に関する pdf 教材を

みて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでお

く。 

0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

6 

講義内容 フレイル（精神的）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、精神的フレイルに関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

7 

講義内容 認知症総論、MCI、アルツハイマー病■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、認知症総論、MCI、アルツハイマー病に関する pdf 教材を

みて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでお

く。 

0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

8 

講義内容 脳血管性認知症、前頭側頭型認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症、クロイツフェルト・

ヤコブ病に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自分が持っている教科書

にあらかじめ書き込んでおく。 

0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

9 

講義内容 認知症を伴うパーキンソン症候群■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、認知症を伴うパーキンソン症候群に関する pdf 教材をみ

て、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

10 

講義内容 治療可能な認知症（水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、治療可能な認知症（水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍）

に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらか

じめ書き込んでおく。 

0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

11 

講義内容 意識障害、せん妄、睡眠障害、抑うつ■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、意識障害、せん妄、睡眠障害、抑うつに関する pdf 教材を

みて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでお

く。 

0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

12 
講義内容 フレイル（社会的） 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、社会的フレイルに関する pdf 教材をみて、下線やポイント

を自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 
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１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

13 

講義内容 高齢者に関する社会保障制度 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者に関する社会保障制度に関する pdf 教材をみて、

下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

１ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

14 

講義内容 高齢者にみられやすい病態（熱中症、脱水症、発熱）■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者にみられやすい病態（熱中症、脱水症、発熱に関

する pdf 教材をみて、下線やポイントを自分が持っている教科書にあらかじめ

書き込んでおく。 

0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

15 

講義内容 高齢者と薬物■ 

該当到達目標 予習 
授業前に配付した、高齢者と薬物に関する pdf 教材をみて、下線やポイントを

自分が持っている教科書にあらかじめ書き込んでおく。 
0.5 時間 

２ 復習 既に書き込んである予習記載に加え、授業で板書したこと、口頭で伝えたこと

をさらに教科書にさらに書き込み、当該分野の理解を深める。 
0.2

5 時間 

合計時間（予習・復習） 11.

25 
時間 

備考 予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 070 臨床医学Ⅳ（小児医学）（鈴木隆）. 

科目名 臨床医学Ⅳ（小児医学）（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB211 

英文名 Clinical Medicine Ⅳ （Pediatric medicine） 講義形態 講義 
担当教員 鈴木 隆 
科目に関連した 
実務経験 1981 年より小児科常勤医として病院に勤務 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

子どもの疾病についての医学的知識の習得を目的とし、病因・病態・診断・検査・治療等について理解す

る。 

資料を配布し、パワーポイントによる解説を行う。 

到達目標 

１．小児に特有な疾患と病態を理解する。 

２．診断に必要な所見・検査を理解する。■ 

３．主な治療法について理解する。■ 

４．健康障害をもつ子どもとその家族の生活・療養援助について学ぶ。 
評価方法 レポート３０％  期末試験７０％ 
使用教材 小児臨床看護各論 医学書院 写真・図・表を中心に資料として講義中に使用する 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートにコメントをつけて返却する 

オフィスアワー 
（研究室） 質問、学習相談は講義終了後に応じる メールアドレス 

（＃→＠） suzuki383@harunacoop.com 

1 
講義内容 人はなぜ病気になるのか、子どもの体と病気の全体像、染色体異常：ダウン症候群■ 
該当到達目標 予習 進化医学、子どもとメディアについて調べておく。教科書第 1 章を読んでおく 2 時間 

1,2,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1 時間 

2 
講義内容 先天性代謝異常・内分泌疾患：糖尿病■、下垂体疾患■、甲状腺疾患■ 
該当到達目標 予習 教科書第 3 章、第 4 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

3 
講義内容 アレルギー疾患・免疫疾患・リューマチ性疾患■：食物アレルギー■、喘息■、免疫不全■、 

若年性特発性関節炎■ 
該当到達目標 予習 教科書第 5 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

4 
講義内容 感染症 １ ウイルス感染症：ムンプス■、水痘■、風疹■、麻疹■、ヘルペス属ウイルス■ 
該当到達目標 予習 教科書第 6 章の B②まで読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

5 
講義内容 感染症 ２ 細菌感染症：肺炎球菌■、ヒブ■、溶連菌■、ブドウ球菌■ 
該当到達目標 予習 教科書第 6 章の B③以降を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

6 
講義内容 呼吸器疾患：喉頭炎■、気管支炎■、肺炎■ 
該当到達目標 予習 教科書第 7 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

7 講義内容 循環器疾患：先天性心疾患■、不整脈■、心筋疾患■、学校心臓健診■、川崎病■ 
該当到達目標 予習 教科書第 8 章を読んでおく 1.5 時間 
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1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

8 
講義内容 消化器疾患：先天異常、胃腸炎■、肝炎■、腸重積■、虫垂炎■、炎症性腸疾患■ 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

9 
講義内容 インフルエンザの歴史、ウイルスの特徴、疫学、症状、合併症、検査、治療、予防と社会的な対策に

ついてのレポート発表会■ 
該当到達目標 予習 教科書第 6 章 B②の１４を読んでおく 1.0 時間 

1,2,3,4 復習 配布された発表レポートを読んでまとめておく 2.0 時間 

10 
講義内容 血液疾患・悪性新生物：貧血■、出血性疾患■、白血病■、脳腫瘍■、胎児性腫瘍 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章、11 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

11 
講義内容 腎泌尿器疾患・皮膚疾患：尿路奇形、腎炎■、ネフローゼ■、母斑■、湿疹■ 
該当到達目標 予習 教科書第 12 章、15 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

12 
講義内容 新生児期の疾患・神経疾患：低出生体重児■、新生児黄疸■、てんかん■、脳性マヒ■、脳炎 
該当到達目標 予習 教科書第 2 章、第 13 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

13 
講義内容 耳鼻咽喉疾患・眼疾患・精神疾患：中耳炎■、副鼻腔炎■、斜視■、結膜炎■、発達障害■、PTSD 
該当到達目標 予習 教科書第 16 章、17 章、18 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

14 
講義内容 運動器疾患・事故：先天性股関節脱臼、窒息、交通事故、頭部外傷■、誤飲■、熱中症■ 
該当到達目標 予習 教科書第 14 章、19 章を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義資料の重要項目をまとめておく 1.5 時間 

15 
講義内容 総まとめ 
該当到達目標 予習 1~14 回の講義の重要項目をまとめておく 3 時間 

1,2,3,4 復習  0 時間 
合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

授業はパワーポイントで説明しながら適時学生に質問する。重要項目、内容を補完する図表などは教員の作製する資

料を配布する。教科書は診断基準・管理基準の参考及び、図や写真で疾患の理解を深めるために使用する。 

予習・復習については試験前後の勉強にて補完すること 

毎回の講義では講師の臨床経験を踏まえて実際の症例をなるべく紹介する ■  
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看 071 臨床医学Ⅴ（竹中恒久）. 

科目名 臨床医学Ⅴ（女性医学）（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB212 

英文名 Clinical Medicine Ⅴ （Women’s Medicine） 講義形態 講義 
担当教員 竹中 恒久 
科目に関連した 
実務経験 非常勤医師として病院に勤務（現在） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

1.妊娠、分娩、産褥の生理を理解する。■ 
2.妊娠、分娩、産褥の病理を理解する。■ 
3.出生前診断、不妊症を理解する。■ 
4.女性生殖器の解剖・生理・病態生理を理解する。■ 
5.女性生殖器の診察・検査と治療・処置を理解する。■ 
6.女性生殖器の疾患を理解する。■ 

到達目標 周産期にある経過を理解し、異常な状態や疾患について知識を習得する。 
また女性性器に起こる疾患についても理解する。 

評価方法 筆記試験 

使用教材 
母性看護学［2］母性看護学各論 医学書院 
成人看護学［9］女性生殖器 医学書院 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

試験の問題文の最後に、その問題に該当するプリントあるいは教科書のページを記載し、試験後の

学習をやりやすくする。 
オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） t-hisa#iris.ocn.ne.jp 

1 
講義内容 妊娠の生理① 妊娠の成立、胎児の発育と生理■ 
該当到達目標 予習 教科書 2 冊のはしがきを読んでおいてください。 0.5 時間 

1 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

2 
講義内容 妊娠の生理② 妊婦と胎児のアセスメント■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

1 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

3 
講義内容 分娩の生理① 分娩の要素■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

1 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

4 
講義内容 分娩の生理②産褥の生理 分娩の経過、産褥期の身体的変化■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

1 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

5 
講義内容 妊娠の異常① ハイリスク妊娠、妊娠期の感染症■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

2 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

6 
講義内容 妊娠の異常② 妊娠疾患、多胎妊娠、流産、早産、異所性妊娠■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

2 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 
7 講義内容 分娩の異常① 産道の異常、娩出力の異常、胎位の異常■ 
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該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 
2 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

8 
講義内容 分娩の異常② 前置胎盤、常位胎盤早期剥離■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

2 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

9 
講義内容 分娩の異常③ 分娩時損傷、産科処置と産科手術■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

2 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

10 
講義内容 産褥の異常、新生児の異常 子宮復古不全、新生児仮死、分娩外傷、低出生体重児■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

2 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

11 
講義内容 出生前診断と不妊治療 出生前診断、不妊症の診断治療■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

3 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

12 
講義内容 女性生殖器の構造と疾患① 女性生殖器の構造と機能、症状と病態生理■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

4 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

13 
講義内容 女性生殖器の構造と疾患② 診察・検査と治療・処置■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

5 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

14 
講義内容 女性生殖器の構造と疾患③ 疾患の理解①■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

6 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 

15 
講義内容 女性生殖器の構造と疾患④ 疾患の理解②■ 
該当到達目標 予習 配布プリントの講義該当部分を通読する。 0.5 時間 

6 復習 教科書の講義内容相当部分を熟読する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 

教科書、配布プリント、パワーポイントを用いて、聴覚と視覚から理解してもらうよう授業を進める。 
・予習・復習については、試験前後の学習で補完すること。 
・質問等は授業中に行うことが望ましいが、授業開始前もしくは終了後に教室で応じる。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 072 臨床医学Ⅵ（精神医学）（上原徹）. 

科目名 臨床医学Ⅵ（精神医学）（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB213 

英文名 Clinical Medicine Ⅵ （Psychiatry） 講義形態 講義 
担当教員 上原 徹 

科目に関連した 
実務経験 精神科医として大学病院等で勤務経験３０年以上、現在も非常勤医師として実務を行っている 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学生が、医療専門職である看護師・保健師・理学療法士として必要となる、精神医学に関する基本

的な知識を身につけることができる。精神医療全般についての初級知識を習得し、その視点を生か

した援助方法を、自ら考えるきかっけをつかむことができる。 

到達目標 

1.精神保健や心理社会的問題の概要を説明できる 
2.代表的な疾患の基本的概要を解説できる 
3.精神科医療機関における治療構造や治療の内容特性を解説できる 
4.精神医療における治療法や支援策を解説できる■ 
5.チーム医療の担う専門職の役割と多職種連携を理解できる 

評価方法 期末筆記試験９０％、C ラーニングによる小テスト提出１０％で評価するが、授業態度（特に不必要

な私語は厳禁）に問題がある場合は、個別に減点する。 
使用教材 教科書は特に指定しない。DVD 映像教材を利用する。 

参考文献 
資料集として、【保健医療福祉関連専門職を目指す人のための精神医学と精神医療】 三恵社（上

原徹 著）を適宜利用するが購入の義務はない。参考書としては、【専門医がやさしく語る はじめて

の精神医学】 中山書店、渡辺著、改訂第２版などがある。 
課題に対する 
フィードバック 専門職としての必要な知識をフィードバックする。小テスト問題の正解を提示する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜４限 金曜３限限 
研究室:１号館５階５０１ 

メールアドレス 
（＃→＠） 授業で提示する 

1 

講義内容 精神医学や精神医療のイントロダクション 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 0.5 時間 

2,5 復習 資料を用いて自習する。 2.5 時間 

2 

講義内容 統合失調症とは? 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,2,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

3 

講義内容 双極性障害（躁うつ病）とは？ 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

4 

講義内容 うつ病とは？ 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

5 
講義内容 神経症と不安障害 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 
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1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

6 

講義内容 摂食障害 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

7 

講義内容 PTSD 特論 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

8 

講義内容 アルコールや物質依存とは? 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

9 

講義内容 睡眠障害 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

10 

講義内容 認知症 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

11 

講義内容 小児の精神疾患 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

12 

講義内容 外因性・器質性・症状性疾患など 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

1,3 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

13 

講義内容 精神科の治療法や支援について■ 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

2,3,4 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

14 

講義内容 リハビリテーションや心理社会アプローチ■ 

該当する到達目標 予習 特に関心あるテーマについて、自主的に調査研究する。 1 時間 

2,3,4 復習 資料を用いて自習する。 2 時間 

15 

講義内容 まとめ■ 

該当する到達目標 予習 資料を用いて自習する。 2 時間 

1,2,3,4,5 復習 試験問題を復習する。 1 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

授業は DVD を視聴しつつ、説明を加えながら進める。時々資料集を使って、要点をまとめていく。授業の最後に

理解度確認のための c ラーニングによる小テストを行う。複数の学科学生が多人数で聴講するため、静粛に臨む

こと。授業中の不必要な私語や不謹慎な態度は、厳に慎むこと。予習・復習については、試験前後の学習で補完

すること。 ■：実務経験に基づく内容 
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看 073 心の健康（高田絵理子）.  

科目名 心の健康（看護基盤科目群・健康） 科目 

ナンバリング 
NRB109 

英文名 Mental Health 講義形態 講義 

担当教員 高田絵理子 

科目に関連した 
実務経験 担当教員は総合病院や精神科病院での看護師としての勤務経験を有する。 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 １単位 
種別 養護教諭一種免許 卒業要件選択科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 本講義は、心の健康の基礎、ストレスの対処方法、自分の心の健康を保つ方法を学ぶ。 

到達目標 
1. 心の健康の基礎を理解する。■ 
2. ストレスおよびストレス対処方法について理解する。■ 
3. マインドフルネス、認知行動療法、リラクゼーション方法を理解する。 

評価方法 筆記試験 80％、授業参加度 20％で算出し、60 点以上を合格とする 
使用教材 配布資料および授業に関連した DVD 

参考文献 貝谷久宣著、図解やさしくわかる認知行動療法、ナツメ社 

吉田昌生著、マインドフルネス瞑想入門、wave 出版 
課題に対する 
フィードバック 出席カードに書かれた質問に対して次の授業時に返答する 

オフィスアワー 
（研究室） 

木曜日 14：00~16：00 
（4 号館 505 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） takada-e#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 心の健康とは■ 
該当到達目標 予習   時間 

1 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 

2 
講義内容 ストレスとストレッサーについて■ 
該当到達目標 予習 ストレスとストレッサーについて、調べて要点をまとめる。 1.5 時間 

2 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 

3 
講義内容 ストレスの対処方法 
該当到達目標 予習 ストレスの対処方法について、調べて要点をまとめる。 1.5 時間 

2 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 

4 
講義内容 マインドフルネスについて 
該当到達目標 予習 マインドフルネスについて、調べて要点をまとめる。 1.5 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 

5 
講義内容 認知行動療法について① 
該当到達目標 予習 認知行動療法について、調べて要点をまとめる。 1.5 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 

6 

講義内容 認知行動療法について② 

該当到達目標 予習 認知行動療法のコラム法を用いて、自分の感情が動かされた出来事を思い

出してまとめてくる 1.5 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 

7 
講義内容 リラクゼーション技法について■ 
該当到達目標 予習 呼吸法、漸進的筋弛緩法、自律訓練法について、調べて要点をまとめる。 1.5 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、重要なキーワードと内容を復習する。 1 時間 
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8 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 今までの講義を振り返る 1.5 時間 

1.2.3 復習 筆記試験のため第１~7 回の重要なキーワードと内容を復習する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 19 時間 

備考 
・メールで質問をする際は、氏名、学籍番号を必ず記載すること。 
・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
・■：実務経験を示す。 
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看 074 リラクセーション概論（小野寺由美子）.  

科目名 リラクセーション概論（看護基盤科目群・健康） 科目 
ナンバリング NRB110 

英文名 Introduction to Relaxation 講義形態 講義 
担当教員 小野寺 由美子 

科目に関連した 
実務経験 

・博士（スポーツ健康科学）として、主に運動・身体活動や座位行動とメンタルヘルスとの関りを研究

している体力医学研究所に勤務（経験） 
・心と身体のリラクセーション指導および講演活動（現在） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

心身の健康の維持・増進のための方法のひとつであるリラクセーションについて、講義と実技を通して学

ぶ。ストレスによって生じた「筋肉の緊張」をほぐしリラクセーションを体験することで、身体と精神の関係

を理解する。また、自己洞察力を深めて感受性を高めることで、将来看護する立場となった時、他者との

人間関係の形成に役立てることをねらいとする。 

到達目標 

1.ストレスと身体症状の関係を理解する■ 

2.心と身体の関係を理解する■ 

3.身体の緊張のほぐし方を理解する■ 

4.身体への関わり方と他者との関係を理解する■ 

評価方法 
セルフチェック課題（4 回）20％、レポート（1 回）80％で評価する。 

総合評価 60/100 点以上を合格とする。 

使用教材 講義のスライドを随時プリントして配付する。 
参考文献 講義内で、随時、紹介する。 
課題に対する 
フィードバック セルフチェック課題の実施後に、質疑応答によって理解を深める。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 

メールアドレスは初回授業時に提示

する。 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解する 1.0 時間 
１,2,3,4 復習 講義内容、到達目標、学位授与方針、成績評価方法などを確認する 2.0 時間 

2 
講義内容 ストレスと身体症状■ 
該当到達目標 予習 自分のストレスと身体症状との関連を考える 1.5 時間 
１ 復習 ストレスとは何か、ストレスと身体症状との関連について理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 心と身体の関係■ 
該当到達目標 予習 これまでの自分の体験を通して、心と身体の関係について考える 1.5 時間 

2 復習 心と身体の関係について理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 リラクセーションの種類と効果■ 

該当到達目標 予習 リラクセーションの種類とリラクセーション反応について調べる 1.5 時間 
2,3 復習 自分のリラクセーション法を考える 1.5 時間 

5 
講義内容 身体の緊張のほぐし方■ 
該当到達目標 予習 自分が緊張した時の状態について考える 1.5 時間 

3 復習 身体の緊張をほぐしてみる 1.5 時間 
6 講義内容 身体への関わり方と他者との関係■ 
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該当到達目標 予習 他者に触れる際の留意点を考える 1.5 時間 
4 復習 身体への関わり方と他者との関係について理解する 1.5 時間 

7 
講義内容 リラクセーション技法の習得①■ 

該当到達目標 予習 骨格の繋がりについて調べる 1.5 時間 
2,3,4 復習 自分でできるリラクセーションを実践する 1.5 時間 

8 
講義内容 リラクセーション技法の習得②■ 

該当到達目標 予習 呼吸法について調べる 1.0 時間 
2,3,4 復習 家族、友人などへのリラクセーションを実践する 2.0 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

講義と合わせ、体育館でリラクセーションの体験学習を実施する。 

体育館での授業は、ヨガマットやバスタオルなどの敷物を準備すること。 

予習・復習については、セルフチェック課題やレポートの学習で各自で補完すること。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 075 看護学原論（鶴田晴美）. 

科目名 看護学原論（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS110 

英文名 Nursing Principles 講義形態 講義 
担当教員 鶴田 晴美 
科目に関連した 
実務経験 看護師として病院に勤務 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 １単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

看護学の基盤となる主な概念（人間・環境・健康・看護）を学び、看護の対象となる人とその生活を

理解する。また、看護活動を提供する場と仕組みおよび看護専門職としての役割・機能を学習す

る。 

到達目標 

１． 看護の主要概念について学び、看護の対象となる人と生活との関連について理解できる。 
２． 看護活動を提供する場としくみについて学び、看護専門職の役割について理解できる。■ 
３． 看護実践におけるケアリングについて理解できる。■ 
４． 自分なりに看護について考察できる。 

評価方法 
個人課題ののまとめ 20%、小テスト 30％、最終レポート 50% 

欠席、遅刻、事前準備不足 1 回につき－5 点  

使用教材 
教材：配布資料 
使用教科書：看護学概論・茂野香おる他、医学書院、2020 年  2400 円 

参考文献 

・看護覚え書・F・ナイチンゲール、湯槙ます、薄井坦子訳、現代社 2019 年 1700 円 
・看護の基本となるもの、ヴァージニア・ヘンダーソン、湯槙ます、小玉香津子訳 日本看護協会 
出版会 1200 円 

・看護の原理、菱沼典子、井上智子、武田利明編、ライフサポート社、2009 年、5,000 円 

課題に対する 
フィードバック 

・レポートにコメントをつけて返却する 
・小テストを返却し解説する 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日４・５限 
（５号館 3 階鶴田 302 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） Tsuruta＃takasaki-u.ac.jp 

1 
 

4/15 

講義内容 看護とは  看護の変遷   
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読み、講義目標および到達目標を理解する。  15 分 

1 復習 講義内容を振り返り、看護に関する理解を深める。  30 分 

2 
 

4/22 

講義内容 看護とは  看護の定義、看護の対象、看護の役割と機能  看護の継続性と連携 
該当到達目標 予習 テキストｐ10～ｐ38 を読み込んでおくこと。  30 分 

1 復習 講義の内容を振り返り、看護の目的、機能について考えをまとめる。  15 分 

3 
 

4/29  

講義内容 看護の対象の理解  人間の「こころ」とからだ、生涯発達しつづける存在  人間の「暮らし」の理解 
該当到達目標 予習 テキストｐ78～105 を読んでおくこと  15 分 

1 復習 人間の心と体の関係、生涯発達しつづける存在、人間の暮らしの側面から考

えを深める。 
 30 分 

4 
 

5/13 

講義内容 国民の健康状態と生活  健康のとらえ方 国民の健康状態 国民のライフサイクル 
該当到達目標 予習 テキストｐ108～133 を読んでおくこと  15 分 

1 復習 講義内容を振り返り、健康の概念に関する考えを深める。    30 分 

5 
 

5/20 

講義内容 看護に関わる主要な概念   環境、人間、健康、看護 
該当到達目標 予習 概念の関係性を図示してくる。  15 分 

1 復習 GW により学んだ、人間の暮らしと健康にかかわる関係をまとめる。  30 分 
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6 
 

5/27 

講義内容 看護の提供者  職業としての看護 看護職の資格・養成制度・就業状況 看護職者の継続教育 
該当到達目標 予習 テキストｐ138～162 までを読んでおくこと  30 分 

2 復習 講義内容を振り返り、職業としての看護の発展についてまとめる。  15 分 

7 
 

6/3 

講義内容 看護の提供のしくみ■ 看護サービス提供の場 地域における看護 （地域包括ケアシステム） 
該当到達目標 予習 テキストｐ220～ｐ245 を読んでおくこと  15 分 

2 復習 講義内容を振り返り看護が提供される場についてまとめる。  30 分 

8 
 

6/10 

講義内容 看護をめぐる制度と政策  看護サービスの管理 ■ 
該当到達目標 予習 テキストｐ247～290 を読み込んでおくこと  30 分 

1,3 復習 講義内容を振り返り、自己の考えをまとめる。  15 分 

9 
 

6/17 

講義内容 医療安全と医療の質保証 
該当到達目標 予習 テキストｐ292～302 を読み込んでおくこと  30 分 

1,3 復習 講義内容を振り返り、医療安全に対する自己の考えをまとめる。  15 分 

10 
 

6/24 

講義内容 看護実践のための理論的根拠：ナイチンゲール 
該当到達目標 予習 ナイチンゲール看護覚え書 p．13～p．20 を読み、要約を作成する。  30 分 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、ナイチンゲールの看護論に関する理解を深める。  15 分 

11 
 

7/1 

講義内容 看護実践のための理論的根拠：ヘンダーソン 

該当到達目標 予習 ヘンダーソンについて自己学習してくる。看護の基本となるもののｐ12～22 を

読み、要約を作成する。  30 分 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、ヘンダーソンのニード論に関する理解を深める。  15 分 

12 
 

7/8 

講義内容 病気とは 
該当到達目標 予習 闘病記を読み、人間にとっての病の体験についてまとめる。  30 分 

1,2,3,4 復習 学生間で話し合った内容を振り返り、人の病の体験についてまとめる。  15 分 

13 
 

7/15 

講義内容 患者が求める看護 
該当到達目標 予習 ゲストの体験を聴く準備を行なっておくこと  15 分 

2,3 復習 ゲストが語った内容を想起し、病と共に生きる患者への看護について考える。  30 分 

14 
 

7/22 

講義内容 看護ケア・ケアリング■   
該当到達目標 予習 配布資料を読み、まとめる。  15 分 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、自己の考えをまとめる。  30 分 

15 
 

7/29 

講義内容 私の考える看護 
該当到達目標 予習 各自自己の考えをまとめる。  30 分 

4 復習 講義終了後、内容を振り返り、再度まとめる。  15 分 
 

合計時間（予習・復習） 
 14 時

間 15

分    

備考 
単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 076 人間関係形成論（池田優子）. 

科目名 人間関係形成論（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 
科目 

ナンバリング 
NRS111 

英文名 Human Relations  講義形態 講義 

担当教員 池田優子  小池洋子  安野朝子 

科目に関連した 
実務経験 カウンセラーとして精神科クリニックに勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 必修 １単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人は一人では生きられない。他者と何らかの形で関わりながら，その中でつまずき・成長する。特に対人

援助職である看護師を目指す者にとって、人間関係を円滑にできる能力は不可欠である。ここでは、体

験学習を通して、人間関係を円滑に進める技術について理解し、人間関係を形成していく方法を学ぶ。 

到達目標 
1.「人間関係とは何か」を知り、自己理解と他者理解を深める。■ 

2. 人間関係の基本であるコミュニケーションの方法を学ぶ。 

3. 他者との円滑な人間関係の形成の方法を学ぶ。■  

評価方法 
1. 毎回の感想レポートの提出と授業・演習への参加度で 40 点。 

2. 学んだスキル会話場面に関する考察レポートの提出で 60 点とし、計 100 点として評価します。 

使用教材 
「人間関係トレーニングー私を育てる教育への人間学的アプローチ」津村俊充・山口真人編 

ナカニシヤ出版  

参考文献 特になし 

課題に対する 
フィードバック 

毎回、講義・演習の感想や質問を書かせ、次の授業でコメントを返し、質問への解説を行う 

理解できたか学生に確認し、新たな課題や質問が出された場合、その都度回答する 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 4.5 限 メールアドレス 

（＃→＠） y-ikeda#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 自己理解  who am I  自己の性格行動特性 ■ 

該当到達目標 予習 テキストの１章を読んでくる 1.5 時間 
１ 復習 自分の性格行動特性の結果について整理し、理解を深める 1.5 時間 

2 
講義内容 体育館での演習 「こんにちはよろしく」 「他己紹介」 「私の夢」  

該当到達目標 予習 自分の夢や目標について考えてくる 1.5 時間 
１ 復習 皆の夢や目標を分かち合い、人間関係つくりに生かす道筋を考える 1.5 時間 

3 
講義内容 体育館での演習 「私の好きなもの」「私のあこがれるもの」 違いを豊かさに 
該当到達目標 予習 自分が大切にしているものや関心のあるものを考えてくる 1.5 時間 
１ 復習 同じ関心でも、それぞれ違うことを理解し、共有化する方策を考える 1.5 時間 

4 
講義内容 価値の多様性に気づく 「クルーザー物語」演習  
該当到達目標 予習 テキストの２章を読んでくる 1.5 時間 
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１ 復習 違う価値観の人たちを受け入れ、更に理解して共有化することの意義を考察する 1.5 時間 

5 
講義内容 自己概念と「ジョハリの窓」 自己イメージと他者イメージ「 動物イメージ」演習 ■ 
該当到達目標 予習 テキストの１０章を読んでくる 1.5 時間 
１ 復習 自己概念の理解と他者からのフィードバックによる自己イメージの変化を考える 1.5 時間 

6 

講義内容 「自分が今までに出会った人々」 

該当到達目標 予習 
生まれたときから、思春期・青年期までの自分を振り返り、自分が何をして他者か

ら何をしてもらったか考えてくる 

1.5 
時間 

１ 復習 エクササイズをして気づいたことを整理する 1.5 時間 

7 

講義内容 コミュニケーションとは  「一方向と双方向のコミュニケーション」演習 

該当到達目標 予習 テキストの第４章を読んでくる 1.5 時間 

１．２ 復習 
エクササイズを通して、人間の思い込みとコミュニケーションスタイルとの関係を

整理する 

1.5 
時間 

8 
講義内容 話す・聞く 
該当到達目標 予習 テキストの５章を読んでくる 1.5 時間 
１．２ 復習 話す・聞く役割のロールプレイをして、自分の傾向について考え整理する 1.5 時間 

9 
講義内容 日常の人間関係で困った場面  
該当到達目標 予習 人間関係でうまくコミュニケーションが取れないのはどのような時か考える 1.5 時間 
１．２ 復習 自分が日常の人間関係で困った場面について、１コマ漫画で描いてくる 1.5 時間 

10 
講義内容 アサーティブの 4 つの柱 「アサーティブトレーニング」 ■ 

該当到達目標 予習 困った場面で自分の思いを伝えられない時、何が邪魔をしているか考える 1.5 時間 
１．２ 復習 アサーティブトレーニングを実施し、何が難しかったのか整理する 1.5 時間 

11 
講義内容 リーダーシップとフォローアーシップ（GW） 
該当到達目標 予習 リーダーシップについての考え方について本やインターネットで調べてくる 1.5 時間 
１．２．３ 復習 演習をしてみて、感じた自分のリーダーシップの傾向について整理する 1.5 時間 

12 
講義内容 グループにおける感情表出（GW） ■ 

該当到達目標 予習 １１回で実施した演習の中で感じた自分の気持や感情について考えてくる 1.5 時間 
１．２．３ 復習 グループワークで体験した、初期の感情や最終の感情について整理する 1.5 時間 

13 
講義内容 正解のあるコンセンサス学習   非言語による演習「協力ゲーム」 
該当到達目標 予習 グループダイナミックスについて、本やインターネット等で調べてくる 1.5 時間 
１．２．３ 復習 言葉を使わないで一つのものを作り、協力し合うためには何が必要か整理する 1.5 時間 

14 
講義内容 正解のあるコンセンサス学習   言語を使う演習 ｢匠の里｣ 

該当到達目標 予習 周りに自分の思っていることや考えを伝えようとするとき、何が壁になるか考える 1.5 時間 
１．２．３ 復習 演習を通し、言葉を使って共通理解し合うために必要なものは何か考える 1.5 時間 

15 
講義内容 支え合う 伝え合う 分かち合う 人間関係を作る（GW） ■ 
該当到達目標 予習 GW を通して、それぞれの考えや思いをどこまでわかったか、考える 1.5 時間 
１．２．３ 復習 皆の考えや気持ちを分かち合い、人間関係がどのように変化したか整理する 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

授業期間全体を通じた授業の進め方： 

１． 授業は以下の 3 つの内容に分けて、段階的に進める。 

① 自己理解と他者理解、 ②他者との人間関係、 ③グループプロセスと人間関係 

２． 使用教材はテキストの他に、教員の作成のプリントやパワーポイントによる講義と演習を行う。 

グループワークを通した気づきの演習を通して、人間関係形成の基礎づくりとする。 
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（■：実務経験に基づく内容を示す。） 
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看 077 フィジカルアセスメント（桑原敦志）. 

科目名 
フィジカルアセスメント（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎

看護学） 

科目 
ナンバリング NRS112 

英文名 Physical Assessment 講義形態 講義 
担当教員 桑原敦志 
科目に関連した 
実務経験 

医師として大学病院検査部、感染制御部に勤務していた。現在、非常勤内科医師として一般内科、甲状

腺専門外来を病院で担当している。 
学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

対象の身体的な健康状態を観察・評価することをフィジカルアセスメントという。問診に加え頭から爪先ま

で，身体の部位や器官系ごとに，視診，触診，打診，聴診の 4 つの技術を使用して実施する。この講義

では，専門職として必要なフィジカルアセスメントに関する基礎的知識を理解し説明できるようにする。さ

らに、身体的な健康状態を実際に観察・評価できるようにする。 

到達目標 

正しく身体状況を評価するために、情報収集するためのフィジカルアセスメントの知識と技術を習得でき

る。 

1.全身状態を観察・評価する知識を習得できる。■ 

2.局所所見を観察・評価する知識を習得できる。■ 

3.全身から局所まで一連に観察・評価する主要項目を理解できる。■ 
評価方法 期末試験 100％ 

使用教材 教科書「写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメント…アドバンス…」森田美奈子監修（インターメ

ディカ） 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 試験終了後に解答を公開し、復習がきちんとできるようにする。 

オフィスアワー 
（研究室） 水曜日 3 時限（5 号館 601） メールアドレス 

（＃→＠） kuwabara#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 フィジカルアセスメント入門■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

2 
講義内容 バイタルサイン (1)呼吸､脈拍､体温■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

3 
講義内容 バイタルサイン (2)血圧測定■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

4 
講義内容 顔面の診察■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

5 
講義内容 頭頸部の診察■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 
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1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

6 
講義内容 胸部の診察 (1)呼吸器系■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

7 
講義内容 胸部の診察 (2)循環器系■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

8 
講義内容 腹部の診察 (1)視診､聴診､打診■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

9 
講義内容 腹部の診察 (2)触診■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

10 
講義内容 神経系の診察 (1)意識レベル､脳神経系 1,2■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

11 
講義内容 神経系の診察 (2)体幹､四肢■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

12 
講義内容 演習 (1)全身所見､神経系■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

13 
講義内容 演習 (2) 顔面､頭頸部､胸部■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

14 
講義内容 演習 (3)腹部､体幹､四肢 1,2■ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2 復習 該当する身体所見・症状の原因となる解剖生理と病態生理を理解する。 0.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 教科書に備わっている DVD をみて観察・評価の実際を学習する。 0.25 時間 

1,2,3 復習 全身および局所の観察・評価を一連の流れでできるようにイメージングする。 0.5 時間 

合計時間（予習・復習） 11.
25 時間 

備考 

講義中に 2 人 1 組になって実演する場面があるので､スムーズに実演できるよう心がけること｡ 

予習・復習については、試験前の学習で補完すること 

各講義において、前半はテーマについて概要を説明し、後半は質疑応答する形式ですすめる。 

■：診療において通常行っている問診と身体所見による診断・評価法 
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看 078 基礎看護技術Ⅰ（桐山勝枝）. 

科目名 基礎看護技術Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 科目 
ナンバリング ＮＲＳ113 

英文名 Fundamental Nursing Skills Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 桐山勝枝、鶴田晴美、箕輪千佳 
科目に関連した 
実務経験 看護師として病院に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人間の基本的ニーズを充足させるために、看護技術の原理・原則を学習し、基本的援助方法と態度を身

につける。また、対象者の健康状態に応じた日常生活行動を援助するために、科学的根拠を基とした基

礎看護技術を修得する。 

到達目標 

1.看護技術における安全、安楽、コミュニケーション、エビデンスの重要性が理解できる。■ 
2.日常生活援助技術の基本を理解できる。■ 
3.事例の状況に合わせた日常生活援助の方法を考え実施することができる。■ 

4.看護者としての倫理的態度を身につける。■  

評価方法 

筆記試験（60％）、看護技術チェック(30％)、課題（5％）、授業への参加態度（5％）による総合評価 

ただし、筆記と実技とも 60%以上を合格とする。   

＊20 分以上の遅刻、早退は欠席扱いとする。20 分以内の遅刻を３回した場合は 1 回の欠席とする。 

＊看護技術チェックにおいては、合格点に達しない場合は、再評価を受ける。 

使用教材 ・配布資料 
・有田清子他： 基礎看護技術Ⅱ（第 17 版）, 医学書院 2,900 円 

参考文献 ・有田清子他： 基礎看護技術Ⅰ（第 17 版）, 医学書院 2,600 円 

課題に対する 
フィードバック 講義・演習で作成したレポートは、担当教員からのコメントを付して返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

桐山 （水・金２限目） 
研究室：５号館３階３０１研究室 

鶴田 （火 ４・５限目） 

箕輪 （水・金２限目） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

桐山 kiriyama#takasaki-u.ac.jp 
鶴田 tsuruta-h#takasaki-u.ac.jp 
箕輪 minowa#takasaki-u.ac.jp 
 

1 

講義内容 オリエンテーション 

臨床での看護ケアの場面を例示し看護技術とは何かについて講義する。■ 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読み、講義目標および到達目標を理解する。 1.5 時間 

1.4 復習 講義内容を振り返り、看護技術について、本科目での学修方法について理解を

深める。 1.5 時間 

2 
講義内容 感染予防技術 ： 標準予防策(講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 13 章を精読する。 1.5 時間 

1.2.4 復習 講義内容を振り返り、感染予防に関する理解を深める。 1.5 時間 

3 
講義内容 感染予防技術 ： 手指衛生/個人防護具（演習） 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 13 章を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、適切な手指衛生について練習する。 1.5 時間 

4 
講義内容 活動・休息援助技術：活動・休息を促進する援助技術 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 5 章-B を精読する。 1.5 時間 

1.2.4 復習 講義内容を振り返り、活動・休息に関する理解を深める。 1.5 時間 
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5 

講義内容 活動・運動援助技術 ： 体位の保持・体位変換 (講義) 

該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 4 章-A を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、安全・安楽な体位の保持・体位変換に関する理解を深め

る。 1.5 時間 

6 
講義内容 活動・運動援助技術 ： 体位の保持・体位変換 (演習) 

安楽な体位について、臨床事例をもとに講義し演習を展開する。■ 
該当到達目標 予習 体位の保持・体位変換に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に体位変換の方法の理解を深める。 1.5 時間 

7 
講義内容 活動・運動援助技術 ： 体位の保持・体位変換 (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な体位変換を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、安全・安楽な体位変換の練習をする。 1.5 時間 

8 
講義内容 環境調整技術 ： 病床環境とは / ベッドメーキング (講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術第 1 章を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、病床環境に関する理解を深める。 1.5 時間 

9 
講義内容 環境調整技術 ： ベッドメーキング (演習) 
該当到達目標 予習 ベッドメーキングに関する事前課題に取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基にベッドメーキングの方法の理解を深める。 1.5 時間 

10 
講義内容 環境調整技術 ： ベッドメーキング (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって快適なベッドを作成するための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、ベッドメーキングの練習をする。 1.5 時間 

11 
講義内容 環境調整技術 ： 臥床患者のシーツ交換 (講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 5 章-B (p23)を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、臥床患者のシーツ交換に関する理解を深める。 1.5 時間 

12 
講義内容 環境調整技術 ：臥床患者のシーツ交換 (演習) 
該当到達目標 予習 臥床患者のシーツ交換に関する事前課題に取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基にシーツ交換の方法の理解を深める。 1.5 時間 

13 
講義内容 環境調整技術 ：臥床患者のシーツ交換(演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽なシーツ交換を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、シーツ交換の練習をする。 1.5 時間 

14 
講義内容 活動・運動援助技術 ： 移乗・移送 (講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 4 章-A-③を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、移乗・移送に関する理解を深める。 1.5 時間 

15 
講義内容 活動・運動援助技術 ： 移乗（車いす）（演習） 
該当到達目標 予習 移乗に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に車いすへの移乗の方法の理解を深める。 1.5 時間 

16 
講義内容 活動・運動援助技術 ： 移乗（車いす）（演習） 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な車いす移乗を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、移乗の練習をする。 1.5 時間 

17 
講義内容 衣生活援助技術 ： 更衣・整容(講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 6 章-B を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、寝衣交換に関する理解を深める。 1.5 時間 

18 
講義内容 衣生活援助技術 ： 寝衣交換 (演習) 
該当到達目標 予習 寝衣交換に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に寝衣交換の方法の理解を深める。 1.5 時間 

19 講義内容 衣生活援助技術 ： 寝衣交換 (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な寝衣交換を行うための留意点について考える。 1.5 時間 
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1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、寝衣交換の練習をする。 1.5 時間 

20 
講義内容 

清潔援助技術 ： 皮膚の清潔・口腔ケア (講義) 

健康段階や ADL の状態に応じた清拭の方法の留意点など、臨床での事例をもとに解説を加えて指導す

る。■ 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 6 章-A を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、清潔ケアに関する理解を深める。 1.5 時間 

21 
講義内容 清潔援助技術 ： 全身清拭 (演習) 
該当到達目標 予習 全身清拭に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に全身清拭の方法の理解を深める。 1.5 時間 

22 
講義内容 清潔援助技術 ： 全身清拭 (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な全身清拭を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に全身清拭の方法の理解を深める。 1.5 時間 

23 
講義内容 清潔援助技術 ： 全身清拭 (演習) 
該当到達目標 予習 演習を振り返り、目的に合ったケアを行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に全身清拭の方法の理解を深める。 1.5 時間 

24 
講義内容 清潔援助技術 ： 全身清拭 (演習) 
該当到達目標 予習 演習を振り返り、目的に合ったケアを行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に全身清拭の方法の理解を深める。 1.5 時間 

25 
講義内容 清潔援助技術 ： 全身清拭 (演習) 
該当到達目標 予習 演習を振り返り、目的に合ったケアを行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、全身清拭の練習をする。 1.5 時間 

26 
講義内容 清潔援助技術 ： 部分浴（手浴・足浴） (講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 6 章-A-②-④⑤を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、部分浴に関する理解を深める。 1.5 時間 

27 
講義内容 清潔援助技術 ： 部分浴（手浴・足浴） (演習) 
該当到達目標 予習 部分浴に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習を振り返り、安全で安楽な手浴・足浴を行うための課題を明確にする。 1.5 時間 

28 
講義内容 清潔援助技術 ： 部分浴（手浴・足浴） (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な手浴・足浴を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、手浴・足浴の練習をする。 1.5 時間 

29 
講義内容 清潔援助技術 ： 洗髪 (講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 6 章-A-②-③を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、洗髪に関する理解を深める。 1.5 時間 

30 
講義内容 清潔援助技術 ： 洗髪（ケリーパッド）  (演習) 
該当到達目標 予習 洗髪に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に洗髪（ケリーパッド）方法の理解を深める。 1.5 時間 

31 
講義内容 清潔援助技術 ： 洗髪（ケリーパッド）  (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な洗髪を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に洗髪（ケリーパッド）方法の理解を深める。 1.5 時間 

32 
講義内容 清潔援助技術 ： 洗髪（ケリーパッド）  (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な洗髪を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、洗髪の練習をする。 1.5 時間 

33 
講義内容 看護技術チェック （感染予防技術、環境調整技術、活動・運動援助技術、衣生活援助技術、清潔援助

技術） 
該当到達目標 予習 演習内容を振り返り、既習の演習項目について練習をする。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 看護技術チェックリストを基に、既習の演習項目について練習をする。 1.5 時間 
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34 
講義内容 看護技術チェック （感染予防技術、環境調整技術、活動・運動援助技術、衣生活援助技術、清潔援助

技術） 
該当到達目標 予習 演習内容を振り返り、既習の演習項目について練習をする。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 看護技術チェックリストを基に、既習の演習項目について練習をする。 1.5 時間 

35 
講義内容 食事援助技術 ：食事に関する援助  (講義) 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 2 章-A・B を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、食事援助に関する理解を深める。 1.5 時間 

36 
講義内容 食事援助技術 ：食事に関する援助  (演習) 
該当到達目標 予習 食事に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に食事の援助の理解を深める。 1.5 時間 

37 
講義内容 食事援助技術 ：食事に関する援助  (演習) 
該当到達目標 予習 患者にとって安全で安楽な食事の援助を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、食事の援助の練習をする。 1.5 時間 

38 
講義内容 排泄援助技術 ： 排泄に関する援助 (講義) 

自立度、体格などの違いから生じる留意点を実務経験を活かして指導する。■ 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 3 章-A を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、排泄援助に関する理解を深める。 1.5 時間 

39 
講義内容 排泄援助技術 ： 排泄に関する援助 (講義) 

自立度、体格などの違いから生じる留意点を実務経験を活かして指導する。■ 
該当到達目標 予習 テキスト基礎看護技術Ⅱ第 3 章-A を精読する。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 講義内容を振り返り、排泄援助に関する理解を深める。 1.5 時間 

40 
講義内容 排泄援助技術 ： 床上での尿器・便器の介助/陰部洗浄 （演習） 
該当到達目標 予習 陰部洗浄に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に尿器・便器の介助/陰部洗浄の練習をする。 1.5 時間 

41 

講義内容 排泄援助技術 ： 床上での尿器・便器/陰部洗浄の介助/陰部洗浄 （演習） 

該当到達目標 予習 患者にとって安全・安楽・プライバシーに配慮した尿器・便器の介助を行うための

留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に排泄援助および陰部洗浄の方法の理解を深める。 1.5 時間 

42 

講義内容 排泄援助技術 ： 床上での尿器・便器の介助/陰部洗浄 （演習） 

該当到達目標 予習 患者にとって安全・安楽・プライバシーに配慮した尿器・便器の介助を行うための

留意点について考える。 
1.5 時間 

1.2.3.4 復習 チェックリストを基に排泄援助および陰部洗浄の方法の理解を深める。 1.5 時間 

43 

講義内容 排泄援助技術 ： 床上での尿器・便器の介助/陰部洗浄 （演習） 

該当到達目標 予習 患者にとって安全・安楽・プライバシーに配慮した尿器・便器の介助を行うための

留意点について考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 演習のまとめレポートを作成し、床上での尿器・便器の介助陰部洗浄の練習をす

る。 1.5 時間 

44 
講義内容 振り返り/まとめ 
該当到達目標 予習 事前に提示した事例への具体的援助方法を考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 グループワークを振り返り、援助方法に関する理解を深める。 1.5 時間 

45 
講義内容 振り返り/まとめ 
該当到達目標 予習 事前に提示した事例への具体的援助方法を考える。 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 グループワークを振り返り、援助方法に関する理解を深める。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 135 時間 
 

備考 
単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
■：実務経験に基づく内容 
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看 079 基礎看護技術Ⅱ（鶴田晴美）. 

科目名 基礎看護技術Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS210 

英文名 Fundamental Nursing  SkillsⅡ 講義形態 講義 
担当教員 箕輪千佳、鶴田晴美、桐山勝枝、 
科目に関連した 
実務経験 看護師として国立大学病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力  生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

健康障害のある対象の援助方法を理解し、科学的根拠を基とした診断・治療・処置を伴う看護援助技術

を習得する。 

到達目標 

1.看護技術における安全、安楽、コミュニケーション、エビデンスの重要性が理解できる。■ 

2.治療的援助技術の基本を習得できる。■ 

3.対象の状況に合わせた治療的援助の方法を考えることができる。■ 

4.看護学生としての倫理的態度について理解できる。■ 

評価方法 

筆記試験（60％）、看護技術チェック(30％)、課題（5％）、授業への参加態度（5％）による総合評価  

とする。但し、筆記試験・看護技術チェックは、それぞれの試験で 60 点以上を合格とする。  

＊20 分以上の遅刻、早退は欠席扱いとする。20 分以内で 3 回遅刻した場合は、1 回の欠席とする。  

＊看護技術チェックにおいては、合格点に達しない場合、再評価を受ける。 
使用教材 使用教材：配布資料 

参考文献 使用教科書：基礎看護学〔3〕 基礎看護技術Ⅱ，任和子，医学書院，2019 年，2,900 円 
課題に対する 
フィードバック 

講義・演習で作成したレポートおよび看護技術チェックの評価表は、担当教員からのコメントを付して返

却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

箕輪（水曜日 ・金曜日 2 時限目） 

4 号館 501 研究室 

鶴田（火曜日 4・5 限目） 

桐山（水曜日・金曜日 2 時限目）  

メールアドレス 
（＃→＠） 

箕輪：minowa♯takasaki-u.ac.jp   

鶴田：tsuruta-h♯takasaki-u.ac.jp 

桐山：kiriyama♯takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 感染予防技術 ： スタンダードプリコーション・無菌操作 (講義) 
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅲ章 2（ｐ87～93）を読む。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、感染予防策に関する理解を深める。 1.5 時間 

2 
講義内容 感染予防技術 ： スタンダードプリコーション・無菌操作 (演習) 

該当到達目標 予習 教科書の第Ⅲ章 2（ｐ96～101）を読み、感染予防策の方法をイメージする。 1.5 時間 
1,2,3,4 復習 チェックリストを基に感染予防策の方法の理解を深める。 1.5 時間 

3 

講義内容 感染予防技術 ： スタンダードプリコーション・無菌操作 (演習) 
該当到達目標 予習 演習を振り返り、適切な感染予防策を行うための留意点について考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習に関するまとめレポートを作成し、防護用具の装着・無菌操作の練習をす

る。 
1.5 時間 

4 講義内容 
症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 (講義) 

バイタルサイン測定方法や留意点、得られた測定値の判断について、臨床での事例をもとに解説を加え

て指導する。■ 
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該当到達目標 予習 教科書の第Ⅲ章 3（ｐ102～122）を読む。 1.5 時間 
1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、バイタルサイン測定に関する理解を深める。 1.5 時間 

5 

講義内容 症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 <体温･脈拍･呼吸> (演習) 

該当到達目標 予習 
教科書の第Ⅲ章 3（ｐ102～122）を読み、バイタルサイン測定の方法をイメージす

る。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基にバイタルサイン測定の方法の理解を深める。 1.5 時間 

6 

講義内容 症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 <体温･脈拍･呼吸> (演習) 
該当到達目標 予習 演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための留意点を考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための課題を明確にす

る。 
1.5 時間 

7 

講義内容 症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 <体温･脈拍･呼吸> (演習) 

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための留意点について考

える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、バイタルサイン測定法の練習をする。 1.5 時間 

8 
講義内容 

症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 (講義) 

バイタルサイン測定方法や留意点、得られた測定値の判断について、臨床での事例をもとに解説を加え

て指導する。■ 

該当到達目標 予習 前回の授業時に配布した資料を読む。 1.5 時間 
1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、バイタルサイン測定に関する理解を深める。 1.5 時間 

9 

講義内容 症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 <体温･脈拍･呼吸> (演習) 

該当到達目標 予習 
前回の授業時の配布資料を読み、演習を振り返り、自己の課題解決の方法を考

える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基にバイタルサイン測定の方法の理解を深める。 1.5 時間 

10 

講義内容 症状･生体機能管理技術 ： バイタルサイン測定法 <体温･脈拍･呼吸> (演習) 
該当到達目標 予習 演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための留意点を考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための課題を明確にす

る。 
1.5 時間 

11 
講義内容 呼吸を整える技術 ： 吸引・吸入・酸素療法 (講義) 

異常呼吸音の例を、臨床での事例をもとに症状・病態と結びつけ、理解が深まるよう指導する。■ 
該当到達目標 予習 呼吸を整えるケアに関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

 復習 講義内容を振り返り、呼吸を整えるケアに関する理解を深める。 1.5 時間 

12 

講義内容 呼吸を整える技術 ： 呼吸音聴取／酸素療法／口腔内吸引 (演習) 

該当到達目標 予習 
呼吸を整える技術に関するチェックリストを基に、看護ケアの流れをイメージす

る。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基に酸素療法および口腔内吸引の方法の理解を深める。 1.5 時間 

13 

講義内容 呼吸を整える技術 ： 呼吸音聴取／酸素療法／口腔内吸引 (演習) 

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、患者にとって安全で効果的な酸素療法および口腔内吸引を実施

するための留意点について考える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習に関するまとめレポートを作成し、呼吸音聴取・酸素療法・口腔内吸引の練

習をする。 
1.5 時間 

14 講義内容 呼吸を整える技術 ： 呼吸音聴取／酸素療法／口腔内吸引 (演習) 
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該当到達目標 予習 
演習を振り返り、患者にとって安全で効果的な酸素療法および口腔内吸引を実施

するための留意点について考える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習に関するまとめレポートを作成し、呼吸音聴取・酸素療法・口腔内吸引の練

習をする。 
1.5 時間 

15 

講義内容 看護技術試験 バイタルサイン測定法 
該当到達目標 予習 演習内容を振り返り、バイタルサイン測定法の練習をする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための課題を明確にす

る。 
1.5 時間 

16 

講義内容 看護技術試験 バイタルサイン測定法 

該当到達目標 予習 演習内容を振り返り、バイタルサイン測定法の練習をする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 
演習を振り返り、適切なバイタルサイン測定を実施するための課題を明確にす

る。 
1.5 時間 

17 
講義内容 看護技術試験 バイタルサイン測定法 

該当到達目標 予習 演習内容を振り返り、バイタルサイン測定法の練習をする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 看護技術チェックの評価表をもとに、バイタルサイン測定法の練習をする。 1.5 時間 

18 
講義内容 与薬の技術 ： 与薬について（講義) 
該当到達目標 予習 与薬に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、与薬に関する理解を深める。 1.5 時間 

19 

講義内容 与薬の技術 ： 注射法 筋肉注射 皮下注射（講義) 

該当到達目標 予習 
注射の準備、筋肉注射、皮下注射に関するチェックリストを基に、看護ケアの流れ

をイメージする。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基に注射の準備、筋肉注射、皮下注射の方法の理解を深める。 1.5 時間 

20 

講義内容 与薬の技術 ： 筋肉注射 （演習) 

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、安全で適切な筋肉注射を実施するための留意点について考え

る。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で適切な筋肉注射を実施するための課題を明確にする。  時間 

21 

講義内容 与薬の技術 ： 筋肉注射 （演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で適切な筋肉注射を実施するための留意点について考え

る。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、筋肉注射の練習をする。 1.5 時間 

22 
講義内容 与薬の技術 ： 皮下注射 （演習) 
該当到達目標 予習 皮下注射に関するチェックリストを基に、看護ケアの流れをイメージする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基に皮下注射の方法の理解を深める。 1.5 時間 

23 

講義内容 与薬の技術 ： 皮下注射 （演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で適切な皮下注射を実施するための留意点について考え

る。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で適切な皮下注射を実施するための課題を明確にする。 1.5 時間 

24 

講義内容 与薬の技術 ： 皮下注射 （演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で適切な皮下注射を実施するための留意点について考え

る。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で適切な皮下注射を実施するための課題を明確にする。 1.5 時間 

25 
講義内容 与薬の技術 ： 点滴静脈内注射 (講義) 
該当到達目標 予習 点滴静脈内注射に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 
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1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、点滴静脈内注射に関する理解を深める。 1.5 時間 

26 
講義内容 与薬の技術 ： 点滴静脈内注射 (演習)  
該当到達目標 予習 点滴静脈注射に関するチェックリストを基に、看護ケアの流れをイメージする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基に点滴静脈内注射の方法の理解を深める。 1.5 時間 

27 

講義内容 与薬の技術 ： 点滴静脈内注射 (演習) 

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、安全で適切な点滴静脈内注射を実施するための留意点につい

て考える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で適切な点滴静脈内注射を実施するための課題を明確に

する。 1.5 時間 

28 

講義内容 与薬の技術 ： 点滴静脈内注射 (演習)  

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、安全で適切な点滴静脈内注射を実施するための留意点につい

て考える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、点滴静脈内注射の練習をする。 1.5 時間 

29 
講義内容 

検査に関する技術 ： 尿検査･血液検査 (講義) 

採血では、血管の弾力性や走行など対象の状態をふまえて選択する方法を、臨床での事例をもとに解

説し指導する。■ 
該当到達目標 予習 静脈血採血に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、尿検査・血液検査に関する理解を深める。 1.5 時間 

30 
講義内容 検査に関する技術 ： 静脈血採血 (演習) 
該当到達目標 予習 静脈血採血に関するチェックリストを基に、看護ケアの流れをイメージする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基に静脈血採血の方法の理解を深める。 1.5 時間 

31 

講義内容 検査に関する技術 ： 静脈血採血 (演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で適切な静脈血採血を実施するための留意点について考

える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、静脈血採血の練習をする。 1.5 時間 

32 
講義内容 排泄援助技術 ： 導尿法 (講義) 
該当到達目標 予習 導尿法に関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、導尿法に関する理解を深める。 1.5 時間 

33 
講義内容 排泄援助技術 ： 一時的導尿法 (演習) 
該当到達目標 予習 一時的導尿に関するチェックリストを基に、看護ケアの流れをイメージする。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 チェックリストを基に一時的導尿の方法の理解を深める。 1.5 時間 

34 

講義内容 排泄援助技術 ： 一時的導尿法 (演習) 

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、安全で適切な一時的導尿を実施するための留意点について考

える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で適切な一時的導尿を実施するための課題を明確にする。 1.5 時間 

35 

講義内容 排泄援助技術 ： 一時的導尿法 (演習) 

該当到達目標 予習 
演習を振り返り、安全で適切な一時的導尿を実施するための留意点について考

える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、一時的導尿法の練習をする。 1.5 時間 

36 
講義内容 安楽に関する技術 ： 罨法<温罨法・冷罨法> (講義) 
該当到達目標 予習 罨法ケアに関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、罨法ケアに関する理解を深める。 1.5 時間 

37 
講義内容 安楽に関する技術 ： 罨法-腰部温罨法 (演習) 

該当到達目標 予習 罨法に関するチェックリストを基に、それぞれの看護ケアの流れをイメージする。 1.5 時間 
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1,2,3,4 復習 チェックリストを基に罨法・グリセリン浣腸の方法の理解を深める。 1.5 時間 

38 
講義内容 安楽に関する技術 ：罨法-腰部温罨法 (演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で効果的な罨法を実施するための留意点について考える。 1.5 時間 
1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で効果的な罨法を実施するための課題を明確にする。 1.5 時間 

39 
講義内容 排泄援助技術 ：浣腸 （講義） 
該当到達目標 予習 排便コントロールに関する事前課題レポートに取り組む。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容を振り返り、排便コントロールに関する理解を深める。 1.5 時間 

40 

講義内容 排泄に関する技術 ：グリセリン浣腸 (演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で効果的なグリセリン浣腸を実施するための留意点につい

て考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、グリセリン浣腸の練習をする。 1.5 時間 

41 

講義内容 排泄に関する技術 ：グリセリン浣腸 (演習) 

該当到達目標 予習 
チェックリストを基にグリセリン浣腸の方法を理解し、安全で効果的に実施するた

めの留意点について考える。 
1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で効果的なグリセリン浣腸を実施するための課題を明確に

する。 1.5 時間 

42 

講義内容 排泄に関する技術 ：グリセリン浣腸 (演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で効果的なグリセリン浣腸を実施するための留意点につい

て考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習を振り返り、安全で効果的なグリセリン浣腸を実施するための課題を明確に

する。 1.5 時間 

43 

講義内容 排泄に関する技術 ：グリセリン浣腸 (演習) 

該当到達目標 予習 演習を振り返り、安全で効果的なグリセリン浣腸を実施するための留意点につい

て考える。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 演習に関するまとめレポートを作成し、グリセリン浣腸の練習をする。 1.5 時間 

44 

講義内容 バイタルサイン測定に関する事例検討 (グループワーク) 

該当到達目標 予習 
提示した事例患者の病態生理を調べ、バイタルサイン測定に関する具体的な方

法について考える。 
2 時間 

1,2,3,4 復習 グループワークを基に事例に合わせたバイタルサイン測定について考える。  1 時間 

45 

講義内容 バイタルサイン測定に関する事例検討 (グループワーク/発表・質疑応答) 

該当到達目標 予習 
提示した事例患者の病態生理を調べ、バイタルサイン測定に関する具体的な方

法について考える。 
2 時間 

1,2,3,4 復習 事例検討を振り返り、バイタルサイン測定に関する理解を深める。  1 時間 

合計時間（予習・復習） 135 時間 

備考 

授業の進め方：①授業は教科書と教員作成の資料およびパワーポイントによる説明を行う。 

  ②演習では、教員によるデモンストレーションを提示する。また、モデル人形や看護技術 

で必要な様々な物品を用いて指導する。 

■実務経験に基づく内容を示す。 
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看 080 看護学方法論Ⅰ（鶴田晴美）. 

科目名 看護学方法論Ⅰ（看護専門科目群・専門分野・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS114 

英文名 Nursing Process Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 鶴田晴美、箕輪千佳、桐山勝枝 
科目に関連した 
実務経験 看護師として病院に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 １単位  
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観  国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力  生涯学習力  

チームの一員としての協調・協働    
講義概要 
（テーマ・内容） 

看護の対象の健康問題・健康課題を解決するために、看護実践の方法論としての看護過程を用いて、

看護を展開する一連のプロセスを学ぶ。 

到達目標 

1. 健康課題・健康問題を解決するための方法論である看護過程の概要について述べることができる。 
2. 看護過程の第一段階であるアセスメントについて基本的な考え方を述べることができる。■ 
3. 看護過程の第二段階である看護問題の明確化（看護診断）について基本的な考え方を述べること

ができる。■ 
4. 看護過程の第三段階である計画立案について基本的な考え方を述べることができる。■ 
5. 看護過程の第四段階である実施について基本的な考えを述べることができる。 
6. 看護過程の第五段階である評価について基本的な考え方を述べることができる。 

評価方法 課題 (40％) 、筆記試験（60%）によって、総合的に判断し 60 点以上を合格とする。 
遅刻は 1 回につき—2 点、欠席は 1 回につき—5 点とする。 

使用教材 

テキスト 

① 「系統看護学講座 専門分野Ⅰ 基礎看護学[2] 基礎看護技術Ⅰ第 17 版」、茂野香おる、医学書

院、ISBN: 978-4-260-03563-4、2,600 円（看護学原論と共通のテキストです。） 

② 「看護診断ハンドブック、第 11版」、RJ.カルペニート著、医学書院、ISBN: 978-4-260-03451-7、3,800

円 

③ 「検査値早わかりガイド第 3 版」、江口正信・水口國雄著、サイオ出版、ISBN: 978-4-907176-60-0、

3,000 円 

参考文献 
① 「ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセスメント : 同一事例による比較. 第 3版」、

渡邊トシ子編、ヌーヴェルヒロカワ、 ISBN: 978-4-86174-043-5、2500 円 

課題に対する 
フィードバック 課題は授業の中でフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

鶴田：火 4・5 限目 

（5 号館 3 階 302 研究室） 

箕輪：水・金 2 限目 

（4 号館 5 階 501 研究室） 

桐山：水・金 2 限目 

（5 号館 3 階 301 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

鶴田：tsuruta-h#takasaki-u.ac.jp 
 
箕輪：minowa#takasaki-u.ac.jp 
 
桐山：kiriyama#takasaki-u.ac.jp 
 

1 

講義内容 オリエンテーション、看護過程とは   

該当到達目標 予習 シラバスの内容を読み、講義目標および到達目標を確認する。 
テキスト①p.218-222 を精読する。 

30 分 

１ 復習 講義内容を振り返り看護過程の５つの構成要素について確認する。 15 分 
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2 
講義内容 看護過程展開の基盤となる考え方  問題解決過程、クリティカルシンキング、倫理的配慮■  
該当到達目標 予習 テキスト①p223-237 を読み込む 30 分 
１ 復習 講義内容を振り返り問題解決技法としての看護過程に関する理解を深める。 15 分 

3 
講義内容 看課程の各段階  アセスメントのスッテプ１ 情報収集とは  情報収集の方法 
該当到達目標 予習 テキスト①p239-244 を読み込む 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、情報収集について理解を深める。 15 分 

4 

講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ１ 情報収集  情報収集の方法 

該当到達目標 予習 テキスト p239 -244 を読み込む 
参考文献①のゴードンの考えによる看護の展開 p79-103  30 分 

２ 復習 情報収集した内容を指定の用紙に整理する。 15 分 

5 
講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ２ 情報の分類・整理とは 
該当到達目標 予習 参考文献①のゴードンによる機能的健康パターンについて読み込む p90-103 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、事例 A の情報を分類・整理する課題に取り組む。 15 分 

6 

講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ２  情報の分類・整理 

該当到達目標 予習 事例 A の情報を健康知覚－健康管理、栄養-代謝、活動-運動、睡眠∸休息、認知

∸知覚、役割-関係パターンについて分類する。 30 分 

２ 復習 講義内容を振り返り、課題に取り組む。 15 分 

7 
講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ３ 解釈・分析とは 
該当到達目標 予習 テキスト①の p244～252 について読み込む。 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、指定された課題に取り組む。 15 分 

8 
講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ３ 解釈・分析 
該当到達目標 予習 指定された課題に取り組む。 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、課題に取り組む。 15 分 

9 
講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ３ 解釈・分析 
該当到達目標 予習 指定された課題に取り組む。 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、分析・解釈について理解を深める。 15 分 

10 
講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ４ 統合（全体像の把握）  関連図とは  
該当到達目標 予習 テキスト①p252-254 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、 15 分 

11 
講義内容 看護過程の各段階  アセスメントのステップ４ 統合（全体像の把握） 
該当到達目標 予習 事例の課題に取り組む。 30 分 
２ 復習 講義内容を振り返り、課題に取り組む。 15 分 

12 
講義内容 看護過程の各段階  看護問題の明確化  看護診断とは 優先順位の考え方  ■ 
該当到達目標 予習 テキスト①p252-261 を精読する。 30 分 
２，３ 復習 講義内容を振り返り、課題に取り組む。 15 分 

13 
講義内容 

看護過程の各段階  看護計画 
＊実習をしておらず、看護計画がイメージしにくいため、実際の場面が想起できるように、実務経験を活

かして伝える。■ 
該当到達目標 予習 テキスト①p261-266 について読み込む。 30 分 
２，３，４ 復習 講義内容を振り返り、課題に取り組む。 15 分 

14 
講義内容 看護過程の各段階  実施とは  評価とは 
該当到達目標 予習 テキスト①p266-270 について読み込む。 30 分 
２，３，４，５ 復習 講義内容を振り返り、 15 分 

15 講義内容 看護記録の目的、記録の構成要素について 
該当到達目標 予習 テキスト①p.270-294 を読む。 15 分 
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１，２，３，

４，５，６ 復習 講義内容を振り返り、看護過程と記録のつながりについて理解を深める。 30 分 

合計時間（予習・復習） 14 時間 15 分 

備考 

看護ケアの実施に必要な看護過程の一連のプロセスを学習する科目である。 

毎回、事前に出された課題には必ず取り組み授業に臨むこと。また、復習は、講義で学習したことを自分で関連付け 
まとめ、基本的な考え方を理解できるようにする。 
なお、この科目は 2 年次前期に開講する「看護学方法論Ⅱ」に続く。さらに、基礎看護学実習Ⅱに繋がるものである。 

 

単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 081 看護学方法論Ⅱ（箕輪千佳）. 

科目名 看護学方法論Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS211 

英文名 Nursing Process  Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 箕輪千佳、鶴田晴美、桐山勝枝 
科目に関連した 
実務経験 看護師として大学病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力  

チームの一員としての協調・協働    
講義概要 
（テーマ・内容） 

看護学方法論Ⅰに引き続き、看護の対象の健康問題や健康課題に対して、知識とクリティカルシンキン

グ、技能およびケアリングを基盤とした看護過程を用いて看護を展開する方法を学ぶ。 

到達目標 

事例を用いて対象の健康課題･健康問題を解決するための看護過程が展開できる。 

1. 事例を用いてアセスメントができる。■ 

2. 事例を用いて関連図を描くことができる。 

3. 事例を用いて看護診断ができる。 

4. 事例を用いて優先順位の決定ができる。 

5. 事例を用いて看護のゴールと期待される成果の設定ができる。 

6. 事例を用いて看護計画の立案ができる。■ 

7. 事例を用いて実施記録・評価ができる。■ 

評価方法 毎回課す課題によって、総合的に判断し 60 点以上を合格とする。 
遅刻は 1 回につき—2 点、欠席は 1 回につき—5 点とする。 

使用教材 

① 「ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセスメント : 同一事例による比較. 第 3 版」、渡邊

トシ子編、ヌーヴェルヒロカワ、2500 円 

② 「看護診断ハンドブック、第 11 版」、RJ.カルペニート著、医学書院、2018 年、3,800 円 

③ 「検査値早わかりガイド」、江口正信・水口國雄著、サイオ出版、2017 年、3,000 円 

参考文献 
① 「事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門（第２版）」佐藤栄子 編、日総研、ISBN: 978-4-

7760-1414-0、3500 円 
課題に対する 
フィードバック 課題については授業の中でフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

箕輪：水・金 2 限目  

（4 号館 5 階 501 研究室） 

鶴田：火 4・5 限目 

（5 号館 3 階 302 研究室） 

桐山：水・金 2 限目 

（5 号館 3 階 301 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

箕輪：minowa#takasaki-u.ac.jp 
 
鶴田：tsuruta-h#takasaki-u.ac.jp 
 
桐山：kiriyama#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 
オリエンテーション 

事例 A 紹介  

■事例について実務経験を活かした具体的な例を紹介する。 

該当到達目標 予習 シラバスの内容を読み、講義目標および到達目標を確認する。 
看護学方法論Ⅰの授業資料を見直す。 

15 分 

1 復習 事例に関して、病態、生活に及ぼす影響、発達段階の特徴について整理する。 30 分 
2 講義内容 事例 A のアセスメント・仮の看護診断/健康知覚―健康管理パターン（解説/個人ワーク） 
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■事例のアセスメントについて実務経験を活かした具体例を紹介する。 

該当到達目標 予習 
事例 A の健康知覚―健康管理パターンのアセスメント、仮の看護診断、不足情

報を記録用紙に記載する。 
30 分 

1 復習 事例 A の健康知覚―健康管理パターンの情報―解釈・分析―仮の看護診断の

つながりを考える。 15 分 

3 

講義内容 事例 A のアセスメント・仮の看護診断/栄養―代謝パターン、排泄パターン（解説/個人ワーク） 

該当到達目標 予習 事例 A の栄養―代謝パターン、排泄パターンのアセスメント、仮の看護診断、不

足情報を記録用紙に記載する。 30 分 

1 復習 事例 A の栄養―代謝パターン、排泄パターンの情報―解釈・分析―仮の看護診

断のつながりを考える。 15 分 

4 

講義内容 事例 A のアセスメント・仮の看護診断/活動―運動パターン（解説/個人ワーク） 

該当到達目標 予習 事例 A の活動―運動パターンのアセスメント、仮の看護診断、不足情報を記録用

紙に記載する。 30 分 

1 復習 事例 A の活動―運動パターンの情報―解釈・分析―仮の看護診断のつながりを

考える。 15 分 

5 

講義内容 事例 A のアセスメント・仮の看護診断/睡眠―休息パターン、認知―知覚パターン（解説/個人ワーク） 

該当到達目標 予習 事例 A の睡眠―休息パターン、認知―知覚パターンのアセスメント、仮の看護診

断、不足情報を記録用紙に記載する。 30 分 

1 復習 事例 A の睡眠―休息パターン、認知―知覚パターンの情報―解釈・分析―仮の

看護診断のつながりを考える。 15 分 

6 

講義内容 
事例 A のアセスメント・仮の看護診断/自己知覚―自己概念パターン、役割―関係パターン（解説/個人

ワーク） 
該当到達目標 予習 事例 A の自己知覚―自己概念パターン、役割―関係パターンのアセスメント、仮

の看護診断、不足情報を記録用紙に記載する。 30 分 

1 復習 事例 A の自己知覚―自己概念パターン、役割―関係パターンの情報―解釈・分

析―仮の看護診断のつながりを考える。 15 分 

7 

講義内容 
事例 A のアセスメント・仮の看護診断/セクシュアリティ―生殖パターン、コーピング―ストレス耐性パタ

ーン、価値―信念パターン（解説/個人ワーク） 

該当到達目標 予習 
事例 A のセクシュアリティ―生殖パターン、コーピング―ストレス耐性パターン、価

値―信念パターンのアセスメント、仮の看護診断、不足情報を記録用紙に記載す

る。 
30 分 

1 復習 事例 A のセクシュアリティ―生殖パターン、コーピング―ストレス耐性パターン、価

値―信念パターンの情報―解釈・分析―仮の看護診断のつながりを考える。 15 分 

8 
講義内容 事例 A の関連図 
該当到達目標 予習 「分析・解釈」に沿って事例 A の関連図を描く。 30 分 

2 復習 講義内容を振り返り、事例 A の関連図の理解を深める。 15 分 

9 

講義内容 事例 A の関連図と看護診断 
該当到達目標 予習 事例 A の関連図から看護診断を考える。 30 分 

2, 3 復習 講義内容を振り返り、事例 A の関連図から関連因子と看護診断の関連、症状と

徴候を確認する。 15 分 

10 
講義内容 事例 A の看護診断の照合、優先順位の決定、看護診断リスト 
該当到達目標 予習 事例 A の看護診断の照合を行い、優先順位の決定を記載する。 30 分 

3, 4 復習 講義内容を振り返り、看護診断の照合、優先順位の決定に関する理解を深める。 15 分 

11 

講義内容 事例 A の看護のゴール・期待される成果 
該当到達目標 予習 事例 A の看護のゴール・期待される成果を記載する。 30 分 

5 復習 講義内容を振り返り、看護のゴール・期待される成果に関する理解を深め看護診

断とのつながりを考える。 15 分 

12 講義内容 

事例 A の看護計画の立案  

問題解決のための看護計画を立案する際、実際の場面が想起できるように具体的な例を提示し解説す

る。■ 
該当到達目標 予習 事例 A の看護計画を立案する。 30 分 
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6 復習 講義内容を振り返り、看護計画の立案に関する理解を深める。 15 分 

13 
講義内容 事例 A の看護計画の立案  
該当到達目標 予習 事例 A の看護計画を立案する。 30 分 

6 復習 講義内容を振り返り、看護計画の立案に関する理解を深める。 15 分 

14 
講義内容 

事例 A の実施（SOAP）・評価 

ケアの評価について実務経験を活かした具体的な例を紹介する。■ 
該当到達目標 予習 事例 A の実施状況を SOAP で記録用紙に記載し、評価する。 30 分 

7 復習 SOAP での記載方法に関して理解を深める。 15 分 

15 

講義内容 まとめ 

該当到達目標 予習 
科目全体の授業資料を見直し、アセスメントから実施評価までの看護診断を中心

としたつながりを理解する。 
30 分 

1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7 復習 講義内容を振り返り、実習での看護過程の展開ができるよう理解を深める。 15 分 

合計時間（予習・復習） 14 時間 15 分 

備考 提示された個人ワークは必ず取り組むこと。 

■実務経験に基づく内容を示す。 
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看 082 看護倫理学Ⅰ（倉林しのぶ）.  

科目名 看護倫理学Ⅰ（看護専門科目群・専門分野・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS310 

英文名 Nursing EthicsⅠ 講義形態 講義 
担当教員 倉林 しのぶ 
科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 県教育委員会、病院、事業所 

学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

西洋と日本における倫理観の違いおよび、看護倫理の歴史的発展についての理解を深めながら看護倫

理の基本的知識を学ぶ。また、倫理原則や倫理綱領を基盤にしつつ、それだけに頼ることのない倫理的

アプローチ方法を探求し、学生としての倫理観、医療現場における看護職者としての倫理的責任と、チー

ムケアにおける看護職者の役割について学習する。 

授業の進め方： 文献抄読だけでなく、臨床で生じる倫理的問題について現場医療者を交えながら

ディスカッションするという形ですすめます。  

到達目標 
1.看護倫理の基本的知識を習得できる。■ 

2.学生としての倫理的態度が理解できる。 

3.医療現場における看護職者としての倫理的責任を理解できる。■ 

評価方法 試験 80％、授業参加度・態度等 10％、レポート 10%等 により総合的に評価します。 
使用教材 使用しない 

参考文献 
・服部健二ほか：医療倫理学ＡＢＣ（メヂカルフレンド社）・赤林朗：入門・医療倫理Ⅰ 勁草書房 2009  

・浅井篤ほか：医療倫理．勁草書房・小西恵美子編：看護倫理．南江堂・系統看護学講座看護倫理：医学

書院 

課題に対する 
フィードバック 毎回の質問やレポートについては、次の回の講義開始前にコメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日・火曜日の１１:００～１３:００ メールアドレス 

（＃→＠） kura#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 看護倫理の基礎的知識(倫理とは･看護倫理とは) 
該当到達目標 予習 医療倫理・看護倫理のイメージを考える 1.5 時間 

1，2 復習 自分と他者との価値観の違いについて理解する 1.5 時間 

2 
講義内容 価値について（医療における価値とは）■ 
該当到達目標 予習 価値とは何かについて考える 1.5 時間 

1，2 復習 自分と他者との価値観の違いについて理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 歴史的変遷/徳の倫理・原則の倫理 
該当到達目標 予習 よい医療者とは何かについてイメージ化する 1.5 時間 

1，2 復習 被験者保護の歴史について理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 原則の倫理(倫理的判断基準としての原則とその限界) 
該当到達目標 予習 倫理的問題の判断について自分なりの意見をもつ 1.5 時間 

1，2 復習 医療に関する 4 つの倫理原則について理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 インフォームド･コンセントと自律 ■ 
該当到達目標 予習 インフォームド・コンセントとは何かについて考える 1.5 時間 

1，2 復習 インフォーム（説明）からコンセント（同意）までのプロセスについて理解する 1.5 時間 
6 講義内容 終末期医療とアドヴァンス・ケア・プランニング■ 
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該当到達目標 予習 終末期の医療・ケアについて考える 1.5 時間 
1，2，3 復習 終末期医療の倫理的課題と医療者の姿勢について理解する 1.5 時間 

7 
講義内容 倫理的課題と看護実践１(ケース検討) 
該当到達目標 予習 第 1 回～第 6 回の内容を見直す 1.5 時間 

1，2，3 復習 今回のケースについての倫理的判断の根拠とそのプロセスを理解する 1.5 時間 

8 
講義内容 倫理的課題と看護実践２（ケース検討）・まとめ 
該当到達目標 予習 第 1 回～第 6 回の内容を見直す 1.5 時間 

1，2，3 復習 今回のケースについての倫理的判断の根拠とそのプロセスを理解する 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
授業の進め方：教員が作成したパワーポイント及び資料を使いディスカッション形式ですすめる。後半には事例をとりあ

げグループワークをしたうえで解説する。 

■： 実務経験に基づく内容を示す 
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看 083 基礎看護学実習Ⅰ（鶴田晴美）. 

科目名 基礎看護学実習Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS115 

英文名 Fundamental Nursing PracticumⅠ 講義形態 実習 
担当教員 桐山勝枝、鶴田晴美、箕輪千佳 
科目に関連した 
実務経験 看護師として病院に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修１単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

患者（家族）とのコミュニケーションを通して人間関係を築き、患者（家族）の思いに気づくことができ

る。また、受け持ち患者の看護援助の参加を通して、患者（家族）を取り巻く療養環境および看護の

役割について理解する。 

到達目標 

１．患者に関心を持ち、コミュニケーションを通して、患者（家族）との関係を築き、患者の思いに気づ

くことができる。 
２．患者の療養環境を把握し、安全・安楽の必要性について考えることができる。■  
３．患者に行われている援助に参加（見学）し、日常生活援助および診療の補助に関する援助の必 

要性と看護の役割を理解する。■ 
４．看護師としての倫理的態度を身につける。 

評価方法 実習中の看護実践（50 点）、倫理的態度・学習態度（30 点）、課題レポート（20 点）をもとに評価表に沿っ

て評価する。60 点以上を合格とする。 
使用教材 臨地実習要項、基礎看護学Ⅰ実習要項  
参考文献 看護の原理，看護学原論講義資料，医療コミュニケーション論講義資料 
課題に対する 
フィードバック 

実習の最後の個人面談の際に、実習担当者より実習内容に関するコメントを口頭で行う。 
課題レポートに関しては、実習担当者よりコメントを付して返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

桐山：水曜日・金曜日 2 時限目 
（5 号館 3 階 301 研究室） 

鶴田：火曜日 4・5 時限 
（5 号館 3 階 302 研究室） 

箕輪：水曜日・金曜日 2 時限目 
（4 号館 4 階 501 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

桐山：kiriyama＃takasaki-u.ac.jp 
 
鶴田：tsuruta-h＃takasaki-u.ac.jp 
 
箕輪：minowa＃takasaki-u.ac.jp 
 

講義内容 

実習内容 （病院実習 2.5 日間、学内実習 2.5 日間  計 5 日間の実習） 
１．実習オリエンテーションにより実習目標が理解できるように準備状態を整える。 
２． 実習病院にて病院の概要および実習の心構え、倫理、リスクマネジメント、感染対策について 

オリエンテーションを行い、実習目標が達成できるよう準備状態を整える。 
３． 臨地実習は２日間病棟実習を行う。 

1） 半日、看護師と共に行動し、患者への対応の仕方、看護師の役割について観察する。 
2） 1 日半は、受け持ち患者を持ち、患者の療養環境について考える。また、患者に必要な日常

生活援助に関する看護援助を見学し、考える。 
3） １～３を踏まええて、看護の役割について考察する。 

看護ケア見学の場面では、患者のおかれている状況から、ケアの方法についての意味づけができる 

よう実務経験を基に指導する。■ 

４． １～３をふまえて看護者としての基本的な態度（倫理的態度）を身につけることを促す。 
５． 病院実習では、患者（家族）との関わり、コミュニケーションをとおして、患者の思いに気づくことが

できるよう、既習のコミュニケーション技法を活用する。また、カンファレンスをとおして、自分の感

じ考えたことを言語化し、他者に伝え、意見交換する機会とする。カンファレンスをとおして他者の

学びを共有する。 



212 
 

６． 学内実習 2 日間は、病院実習での体験を基に、実習目標１～４について具体的に振り返り、学

びをまとめ、プレゼンテーションする。 
予習 当日の実習目標および行動計画を考え記述する。  時間 

復習 実習での体験を振り返り、指定された記録用紙に観察した場面および考えた

ことを記載する。その日の実習目標を評価する。 
 時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 実習科目の単位修得については、実習の規定に準じる。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 084 基礎看護学実習Ⅱ（鶴田晴美）. 

科目名 基礎看護学実習Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基礎看護学） 科目 
ナンバリング NRS212 

英文名 Fundamental Nursing Practicum Ⅱ 講義形態 実習 
担当教員 鶴田晴美、箕輪千佳、桐山勝枝 
科目に関連した 
実務経験 看護師として病院に勤務（経験） 

学年・開講期 ２年 後期 選必・単位数 必修３単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

日常生活援助を中心とした看護実践の基礎を学び、患者の健康問題・健康課題に対する看護ケアに

ついて看護過程を用いて展開する。 

到達目標 

１．患者と援助的な関係を築くことができる。■ 

１）患者の症状や生活における反応や病気に対する思いに関心を向けることができる。 

2）コミュニケーションや日常生活援助などからの看護ケアをとおし、援助的な関係の発展過程を体

験することができる。 
２．患者の個別性を考慮した日常生活援助が実施できる。■ 

１）患者の発達段階による日常生活の特徴を理解できる。 

２）看護を実施するために必要な情報を意図的に収集できる。 

３）患者の健康障害や治療が日常生活に及ぼす影響を考えることができる。 

４）得られた情報をもとに科学的根拠をふまえて分析できる。 

 ５）個別性を考慮した看護計画の立案ができる。 

 ６）立案した計画に基づいて、安全・安楽・自立を目指した看護ケアを実施することができる。 

７）実施した援助内容及び結果を正確に記録・報告できる。 

８）実施した看護計画の評価ができる。 

３．看護者としての基本的な態度（倫理的態度）を身につけることができる。■ 

 １）患者・家族を尊重した態度で接することができる。 

 ２）守秘義務を遵守し個人情報の保護に努める。 

 ３）挨拶、服装、身だしなみ、言葉遣い等、実習にふさわしい態度で臨むことができる。 

 ４）主体的に学習に取り組むことができる。 

５）自分の行動に責任ある行動がとれる。 

６）健康管理に留意して実習に臨むことができる。 

評価方法 看護実践内容（55 点）、看護者の基本的態度（倫理的態度）（30 点）、課題レポート（15 点）をもとに

実習評価表に沿って、総合的に評価する。60 点以上を合格とする。 

使用教材 

臨地実習要項、基礎看護学実習Ⅱ要項 
実習に関連する授業：医療コミュニケーション、看護学方法論Ⅰ・Ⅱ、基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ 

フィジカルアセスメント 
看護ケアプログラム資料 

参考文献 
ヘンダーソン・ゴードンに基づく実践看護アセスメント第３版 ヌーベルヒロカワ 2,500 円 

看護診断ハンドブック第 11 版 医学書院 3,800 円 

検査値はやわかりガイド サイオ出版 3,000 円 
課題に対する 
フィードバック 

実習中に作成した各実習記録および実習の課題レポートは実習担当者からのコメントを付して返却す

る。 
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オフィスアワー 
（研究室） 

鶴田：火曜日 4・5 時限目 
（5 号館 3 階 302 研究室） 

箕輪：水曜日・金曜日 2 時限目 
（4 号館 5 階 501 研究室） 

桐山：水曜日・金曜日２時限目 
（5 号館 3 階 301 研究室）  

メールアドレス 
（＃→＠） 

鶴田：Tsuruta-h＃takasaki-u.ac.jp 
 
箕輪：minowa＃takasaki-u.ac.jp 
 
桐山：kiriyama＃takasaki-u.ac.jp 
 
 

講義内容 

実習内容 （看護ケアプログラム 45 時間、病院実習と学内実習 （計 10 日間：90 時間） 

1.患者(家族)の反応､心配や気がかり(病気､症状､生活等)に関心を向ける｡ 

2.患者の病態や臨床所見(徴候や検査データ)と患者の症状や生活・生活行動を関連づけて理解する｡ 

病態から生活行動まで関連付けて理解できるよう、実務経験を基に指導する。■ 

３．コミュニケーションや日常生活援助等の看護ケアをとおしてケアリングを体験し、患者（家族）の病

の体験を理解する。 
４．安全・安楽・自立と個別性を目指して実施した看護ケアについて振り返り、看護ケアの意味を考え

る。 
  あらゆる発達段階の対象の特徴、健康段階、治療、家族の役割など理解が深められるように実

務経験を基に指導する。■ 
５．健康問題・健康課題に対する看護ケアについて看護過程を用いて展開する。 
６．看護者としての基本的な態度（倫理的態度）について考えながら行動するよう促す。 
７．看護過程を用いて看護実践を振り返り、患者（家族）の病の体験および実施した看護ケアの意味

を考えることに取り組む。（課題レポート） 
 

実習では､1）患者の疾患に関する病態生理・臨床所見・症状について調べてまとめること、2）患者の症

状や生活における反応を記述し、分析することをとおして、患者が必要としている看護ケアについて考え

ること､3）実施した看護ケアの意味について考えること 4）カンファレンス等を通して自分の考えや思いを

発表するとともに他者の意見を取り入れ考えを深める。 
 
予習   時間 
復習   時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

実習科目の単位修得については、実習の規定に準じる。 
 
履修承認基準として、以下の（1）、（2）の条件を全て満たしていること 
（1）2 年前期までに開講されている看護専門科目群 基礎看護学の以下の必修科目の単位を修得していること。 
看護学原論、人間関係形成論、フィジカルアセスメント、基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ、看護学方法論Ⅰ・Ⅱ 
基礎看護学実習Ⅰ 

（2）２年前期までに看護専門科目群の成人看護学概論、老年看護学概論、精神看護学概論の単位を修得してい

ること 
 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 085 医療コミュニケーション論（池田優子）. 

科目名 
医療コミュニケーション論（看護専門科目群・専門分野Ⅰ・基

礎看護学） 

科目ナンバリ

ング 
NRS116 

英文名 Medical Communication 講義形態 講義 

担当教員 池田優子  小池洋子  安野朝子 

科目に関連した 
実務経験 大学病院・総合病院に看護師及び看護部長として勤務（経験）■ 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医療におけるコミュニケーションの重要性を理解し、医療場面におけるコミュニケーションの特徴の理解

と、状況に応じたコミュニケーション技術を学ぶ 

到達目標 
1. 医療におけるコミュニケーションの特徴が理解できる ■ 

2. 効果的なコミュニケーションの方法を知り、実施する 

3. 患者の状況に応じたコミュニケーションのあり方について考えられる ■ 

評価方法 
1． 毎回の感想と、施設における高齢者とのコミュニケーション体験のレポートで 50 点 

2． 最終回に事例を基にロールプレイを実施し、プロセスレコードの考察のレポートで 50 点 

使用教材  「看護コミュニケーションー基礎から学ぶスキルとトレーニング」 篠崎恵美子・藤井徹也著  医学書院 

参考文献 特になし 

課題に対する 
フィードバック 

毎回、講義・演習の感想や質問を書かせ、次の授業でコメントを返し、質問への解説を行う 

理解できたか学生に確認し、新たな課題や質問が出された場合、その都度回答する  
オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 4・5 限 メールアドレス 

（＃→＠） y-ikeda#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 医療の場において看護が果たす役割とコミュニケーション ■ 

該当到達目標 予習 日常のコミュニケーションとの違いについて考えてくる 1・5 時間 
１ 復習 患者理解とケアのためにコミュニケーションが果たす役割を整理する 1・5 時間 

2 
講義内容 患者の思いに寄り添い、支える看護実践 
該当到達目標 予習 医療の場がどのようなところか、どのようなコミュニケーションが必要かまとめる 1・5 時間 
１ 復習 コミュニケーションの特徴を整理する 1・5 時間 

3 
講義内容 患者の「生きる」を支える看護 

該当到達目標 予習 「あなたの声が聞きたい」の聴取から学べたものを整理しておく 1・5 時間 
１ 復習 障害を抱える患者とのコミュニケーションのあり方について整理する 1・5 時間 

4 
講義内容 医療の場におけるコミュニケーション 
該当到達目標 予習 コミュニケーションの特徴について予習しておく 1・5 時間 
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１ 復習 伝言ゲームによりコミュニケーションエラーがどのようにして起きるか整理する 1・5 時間 

5 

講義内容 基本的なコミュニケーションスキル（言語・非言語） 基  

該当到達目標 予習 テキストの第 2 章を読んでくる 1・5 時間 

1.2 復習 DVD[コミュニケーションの基本]で学べたスキルと自己の課題を整理する 1・5 時間 

6 
講義内容 コミュニケーションの 準備（聞く・聴く）スキルの演習 

該当到達目標 予習 テキストの第 6 章を読んでくる 1・5 時間 
1.2 復習 演習を基に気づいたことを整理する 1・5 時間 

7 

講義内容 質問のスキル「閉じた質問・開いた質問・肯定質問・未来質問 

  

該当到達目標 予習 テキストの第 5 章を読んでくる 1・5 時間 
1.2 復習 DVD[スキル学習Ⅱ]で学べたスキルと自己の課題を整理する 1・5 時間 

8 
講義内容 慢性の病を抱える患者とのコミュニケーション ■ 
該当到達目標 予習 家族の体験や闘病記を読み、どのようなコミュニケーションが必要が考える 1・5 時間 

1.2 復習 事例のロールプレイの中で、実施できたスキルと課題を整理する 1・5 時間 

9 
講義内容 老年期における患者とのコミュニケーション ■ 
該当到達目標 予習 テキストの第 10 章を読んでくる 1・5 時間 

1．2.3 復習 事例のロールプレイの中で実施できたスキルと課題を整理する 1・5 時間 

10 
講義内容 高齢者施設におけるコミュニケーションの実施  

該当到達目標 予習 テキスト 10 章を読み返し、必要な姿勢とコミュニケーションについてまとめる 1・5 時間 
1．2.3 復習 コミュニケーション体験をプロセスレコードに起こす 1・5 時間 

11 
講義内容 高齢者施設におけるコミュニケーションの実施 
該当到達目標 予習 テキスト 10 章を読み返し、必要な姿勢とコミュニケーションについてまとめる 1・5 時間 

1．2.3 復習 コミュニケーション体験をプロセスレコードに起こす 1・5 時間 

12 
講義内容 高齢者とのコミュニケーション体験の振り返り 
該当到達目標 予習 高齢者に対する自分のコミュニケーションの傾向と課題をまとめておく 1・5 時間 

1．2.3 復習 全体の振り返りの中で出された課題と解決策を整理する 1・5 時間 

13 
講義内容 実習で起きやすいブロッキング 
該当到達目標 予習 今までのロールプレイで、自分がどのように変化してきたかまとめておく 1・5 時間 

1．2.3 復習 自己に起きやすいブロッキングについて分析する 1・5 時間 

14 
講義内容 コミュニケーションの分析と改善策を見つける 
該当到達目標 予習 ブロッキングを整理し、どのようにかかわれば改善できるか考える 1・5 時間 

1．2.3 復習 コミュニケーションの分析方法を基に自分の課題を明らかにする 1・5 時間 

15 
講義内容 総まとめと演習 
該当到達目標 予習 今まで学んだコミュニケーションスキルやロールプレイを整理しておく 1・5 時間 

1．2.3 復習 総まとめを理解し、実施したロールプレイについて考察する 1・5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 
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備考 

授業期間全体を通じた授業の進め方： 

１．授業は 3 部で構成され、①医療におけるコミュニケーションの特徴とコミュニケーションスキル、②さまざまな対象者と

のコミュニケーション、③実習における患者とのコミュニケーションの順に進めていく 

２．教材については、テキストを参考に、ビデオ教材の聴取や教員が制作したプリント等を使った授業を行う 

３．講義は最初に概要を説明し、後半は事例を基に 2 人組、3 人組でコミュニケーションの演習を取り入れ 

コミュニケーションスキルの習得ができるようにしている 

（■：実務経験に基づく内容を示す。） 
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看 086 成人看護学概論（吉田久美子）. 

科目名 成人看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人看護学） 科目ナンバリ

ング NRS120 

英文名 Introduction to Adult Nursing 講義形態 講義 
担当教員 吉田久美子・神田清子・石田順子・砂賀道子 
科目に関連した 
実務経験 看護師として大学病院に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 成人看護学の基本的内容をについて、健康レベルと理論を軸に学習する。 

到達目標 
１．成人期の特徴を理解し、様々な健康レベルにある対象の特徴と看護の役割について説明できる。■ 

２．成人期にある対象の健康増進や疾病からの回復、疾病との共存を支援するために必要となる基礎

的な理論や概念が説明できる。 

評価方法 
・定期試験を受験するために必要な出席回数を満たしたことを条件に、レポート 10 点（10％）、筆記試験

90 点（90％）で評価する。 

・レポートと筆記試験の合計 60 点以上を合格とする。 

使用教材 ・大西和子他編集,成人看護学概論,ヌーｳﾞｪルヒロカワ ISBN978-4-86174-021-3 

・毎回の授業時に構造的に学習内容を記載した資料を配付する。 
参考文献 ・授業時に紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

・レポートにはコメントなどを付けて返却する。 

・定期試験の前に、学習内容の要点と予習・復習の意図を関連付け資料によって示す。  
オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日 1～4 限・火曜日 1～3 限 

（5 号館 410 研究室：吉田） 
メールアドレス 
（＃→＠） Yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 第 1 章 成人看護学の特性  Ⅰ 成人看護学の対象と援助の概要           ＜担当：吉田＞ 

該当する到達目標 予習 成人看護学に含まれる対象についてテキストを読む。 15分 

1 復習 ライフサイクルにおける区分と各期の特徴を理解する。 30分 

2 
講義内容 第 1 章 成人看護学の特性  Ⅱ 成人期の特徴                      ＜担当：神田＞ 

該当する到達目標 予習 成人期における各期の身体的・心理的・社会的特徴の概要をとらえる。 15分 

1 復習 成人期の特徴と現代における発達課題について関連させ理解する。 30分 

3 

講義内容 第 1 章 成人看護学の特性  Ⅲ 成人期にある人の健康問題              ＜担当：神田＞ 

該当する到達目標 予習 
1)生活習慣病として代表的な 3 つの疾患名をあげる。 

2) 1)であげた疾患の２つについて、①原因の臓器の解剖生理、②生活習慣との

関連、③症状、④主な治療や療養法について調べる。 
15 分 

1 復習 成人期の人が罹患しやすい生活習慣病と必要な療養法の要点をまとめる。                       

  30 分 

4 

講義内容 第 2 章健康レベルにおける対象と看護の特徴Ⅰ急性期にある対象の特徴と看護   ＜担当：石田＞ 

該当する到達目標 予習 対象の特徴について、1)成人が遭遇する身体侵襲の種類と、2)急性期にある対

象の健康状態の特徴についてテキストを読む。   15 分 

1 復習 急性期にある対象の身体的・心理的変化をふまえた看護の要点をまとめる。   30 分 
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5 

講義内容 第 2 章健康レベルにおける対象と看護の特徴 Ⅱ回復期にある対象の特徴と看護 ＜担当：石田＞ 

該当する到達目標 予習 
1).ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝとﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護の定義、 

2).ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護の内容 

3).ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護の事例について調べる。 
   15 分 

1 復習 回復期にある対象のリハビリテーションを促す看護の要点をまとめ確認する。    30 分 

6 

講義内容 第 2 章 健康レベルにおける対象と看護の特徴  Ⅲ 慢性期にある生活習慣病の患者の特徴と看護 

①■                                                  ＜担当：吉田＞ 
該当する到達目標 予習 慢性期にある対象の特徴として、1)各系統別にみた主な慢性疾患の疾患名と、2)

肝臓の機能、肝硬変の症状と主な治療法について調べる。    15 分 

1 復習 慢性期にある対象の悪化を防ぐための看護の要点をまとめ確認する。    30 分 

7 

講義内容 第 2 章 健康レベルにおける対象と看護の特徴   

Ⅲ 慢性期にあるがん患者の特徴と看護②                            ＜担当：神田＞ 

該当する到達目標 予習 慢性期にある対象の特徴と看護として、1)がんの主な治療法と化学療法の副作

用と、2)治療中のがん患者に対する看護の例を調べる。    15 分 

1 復習 治療期にあるがん患者の看護の要点についてまとめ理解する。    30 分 

8 

講義内容 第 2 章 健康レベルにおける対象と看護の特徴 Ⅳ 終末期にある対象の特徴と看護 ＜担当：神田＞ 

該当する到達目標 予習 1).緩和ケアの定義、2)全人的苦痛に含まれる主な苦痛、3)終末期の患者に対す

る看護の例について調べる。    15 分 

1 復習 終末期にある対象の全人的苦痛をふまえた看護の要点をまとめ確認する。    30 分 

9 

講義内容 第 3 章 成人看護学の展開に活用される理論  １ ストレス理論  ２ 危機理論   ＜担当：砂賀＞ 

該当する到達目標 予習 1).ストレス理論のストレス、ストレッサー、コーピングの意味について調べる。2).危

機の意味、フィンクの危機モデルの内容と例を調べる。    15 分 

1,2 復習 強いストレスを抱える対象に向けた看護の要点をまとめ確認する。    30 分 

10 
講義内容 第 3 章 成人看護学の展開に活用される理論  ３ セルフケア理論■           ＜担当：吉田＞ 

該当する到達目標 予習 1)セルフケアの定義 と、2)セルフケアを支援する看護の例を調べる。    15 分 
1,2 復習 セルフケアを必要とする対象に向けた看護の要点をまとめ確認する。    30 分 

11 
講義内容 第 4 章 成人看護学の展開に活用される理論  ４ アンドラゴジー             ＜担当：砂賀＞ 

該当する到達目標 予習 1)アンドラゴジーとペタゴジーの違い、2)成人学習者の特性について調べる。    15 分 
1,2 復習 アンドラゴジーの考え方について読み確認する。    30 分 

12 
講義内容 第 5 章 成人看護学における看護倫理                              ＜担当：神田＞ 

該当する到達目標 予習 看護倫理の定義と、成人看護にまつわる今日的な倫理的課題について調べる。    15 分 
1,2 復習 看護倫理の重要性と JNA の倫理綱領についてテキストを読み確認する。    30 分 

13 
講義内容 第 6 章 成人看護学における看護過程  １ 展開の概要■                 ＜担当：吉田＞ 

該当する到達目標 予習 1)看護過程の目的と、2)ｺﾞｰﾄﾞﾝの機能的健康ﾊﾟﾀｰﾝの分類を調べる。    15 分 
1,2 復習 看護過程の各プロセスにおける要点についてテキストと資料を読み確認する。    30 分 

14 
講義内容 第 6 章 成人看護学における看護過程  ２ 展開の方法■ ＜吉田＞ 

該当する到達目標 予習 テキストの事例を購読し、脳梗塞と糖尿病について調べる。    15 分 
1,2 復習 事例における看護過程の展開のポイントを確認する。    30 分 

15 

講義内容 【まとめ】                                                 ＜担当：吉田＞ 
該当する到達目標 予習 授業資料から第 1～14 回までの要点を確認する。    15 分 

1,2 復習 全般的に授業内容を振り返り、到達目標に向け体系的に知識をまとめる    30 分 
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合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 

1.単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
2.履修条件 
1) この科目は「看護学原論」を履修していることが望ましい。 
3.ルール 
1) 課題としてレポートの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 087 成人看護学方法論Ⅰ-A（石田順子）. 

科目名 

成人看護学方法論Ⅰ-Ａ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人

看護学） 

科目 

ナンバリング 
NRS220 

英文名 Adult Nursing: Assessment and Skills I-A  (Acute Care) 講義形態 講義 

担当教員 石田順子 砂賀道子 藤本桂子 小野千沙子 

科目に関連した 

実務経験 
大学病院で看護師としての臨床経験あり 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 

との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

周手術期にある人とその家族の身体的・心理的・社会的特徴について理解し、その特徴をふまえた

看護実践を行うための基礎知識について学習する。また健康状態が急激に変化し、危機的状態に

ある人の回復過程について知識を深め、具体的な看護および看護の役割について学習する。 

到達目標 

1.周手術期にある人とその家族の身体的・心理的・社会的特徴について理解できる。 

2.手術を受ける人の術前・術中・術後の看護実践を行うための基礎的知識が理解できる。■ 

3.急激な外科的侵襲によって危機的状態にある人の回復過程について理解できる。 

4.急激な外科的侵襲によって危機的状態にある人が回復に向かうための具体的な看護と看護の役

割について理解できる。■ 

評価方法 
・レポート（またはマメテスト）20％、筆記試験 80％で評価する。 

・総合評価で 60 点以上を合格とする。 

使用教材 

教科書「NURSING 看護学テキスト Nice 成人看護学急性期看護Ⅰ 概論・周手術期看護 改訂第

2 版」（南江堂）ISBN978-4-524-26136-9 2,800 円+税 

毎回、授業資料を配布する 

参考文献 参考文献はその都度提示する 

課題に対する 

フィードバック 

レポート等にはコメントをつけて返却する 

定期試験の前に、学習内容の要点を記載した資料を配布する 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日 16:15～ 

（405 号室） 
メールアドレス 
（＃→＠） 

ｊishida＃takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 周手術期看護とは？ 周手術期にある人とその家族の特徴について 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅰ章に目を通す. 15 分 

1,2 復習 周手術期と「周手術期にある人とその看護の特徴について整理し、理解する。 30 分 

2 

講義内容 手術前期の看護 手術前の患者の基本的看護の技術 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅱ章に目を通す 15 分 

1,2 復習 
手術前期にある患者の特徴と、手術前期の基本的看護技術について整理し、理

解する。 
30 分 

3 

講義内容 手術中の看護 手術中の患者の基本的看護技術 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅲ章に目を通す 15 分 

1,2 復習 手術室看護と手術室において提供される看護について死利子、理解する。- 30 分 

4 

講義内容 手術後期の看護① 手術侵襲への生体反応と侵襲からの回復過程の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 1 部の 2 と第 2 部の 1 に目を通す 15 分 

1,2 復習 
手術から受ける侵襲及び、手術侵襲から回復するための看護を整理し、理解す

る。 
30 分 
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5 

講義内容 手術後期の看護② 術後合併症と術後の回復を促進するケア■ 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅳ，Ⅴ章に目を通す 15 分 

1,2 復習 
手術することで起こる合併症と術後の回復を促進するケアについて整理し、理解

する。 
30 分 

6 

講義内容 統制機能（脳神経機能）の再確立―開頭腫瘍摘出術を受ける人の看護■ 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 1 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 開頭腫瘍摘出術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

7 

講義内容 呼吸機能の再確立―肺葉切除術を受ける人の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 2 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 肺葉切除術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

8 

講義内容 循環機能の再確立―冠動脈バイパス術を受ける人・PCI を受ける人の看護■ 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 3 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 冠動脈バイパス術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

9 

講義内容 摂取機能の再確立―胃切除術を受ける人の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 4 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 胃切除術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

10 

講義内容 
消化機能の再確立・排泄機能の再確立①―胆嚢切除術（腹腔鏡手術）・経尿道的膀胱腫瘍切除術

を受ける人の看護  

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 5、７に目を通す。 15 分 

3,4 復習 
胆嚢摘出術および腹腔鏡手術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解す

る。 
30 分 

11 

講義内容 排泄機能の再確立②―低位前方切除術を受ける人の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 6 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 低位前方切除術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

12 

講義内容 運動機能の再確立―人工股関節置換術を受ける人の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 8 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 人工関節置換術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

13 

講義内容 生殖機能の再確立①－乳房切除術を受ける人の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 9 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 乳房切除術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

14 

講義内容 生殖機能の再確立②－子宮摘出術を受ける人の看護 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部第Ⅵ章の 10 に目を通す。 15 分 

3,4 復習 子宮摘出術を受ける人の特徴と看護についてまとめ理解する。 30 分 

15 

講義内容 周手術期看護のまとめ 

該当到達目標 予習 授業資料から第 1～14 回までの要点を確認する。 15 分 

3,4 復習 授業内容を振り返り周手術期看護について体系的に整理する。 30 分 

合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 

1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たないための、各自で補完すること 

2.履修条件 

 この科目は「看護基盤科目群」と「看護専門科目群」の必修科目のすべてを履修していることが望ましい。 

3.授業の進め方 

・授業は教科書と自作のプリントおよびパワーポイントを提示して要点を説明していく。 

・到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し、進めていく。 
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・講義によっては、DVD を使用して実際の看護や手術の様子を提示して要点を説明する。 

・質問等は、講義中にも受けるが、質問や疑問はメールでも受ける 

・出席確認のためリアクションペーパーを配布する。これに質問等を記載した場合は、次回の講義でコメントする。 

・予習や復習、授業内で提示された課題には積極的に取り組む。 

■：実務経験をふまえた内容を示す 
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看 088 成人看護学方法論Ⅰ-B（砂賀道子）. 

科目名 
成人看護学方法論ⅠB （看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人

看護学） 

科目 
ナンバリング NRS221 

英文名 Adult Nursing：Assessment and SkillsⅠB (Acute Care) 講義形態 講義 
担当教員 砂賀 道子、石田 順子、藤本 桂子、小野 千沙子 
科目に関連した 
実務経験 

・看護師として大学病院及び総合病院に勤務 

・現職の救急看護認定看護師をゲストスピーカーとして招く（第 12 回） 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修・1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

わが国の急性期・救急医療の現状を理解し、急性期・救急患者の特徴、急性期・救急看護の役割、集中

治療室等における看護について学習する。また、急性期にある人の看護過程の展開を行い、具体的な

看護を学習する。 

到達目標 

1．急性期・救急医療の現状について説明する。 

2．急性期・救急患者の特徴を説明する。■ 

3．急性期・救急看護の役割、救急外来・集中治療室の看護について説明する。 

4．急性期・救急看護において基本的な観察および合併症予防に関する技術を習得する【演習Ⅰ】。■ 

5．一次救命処置（BLS）について、一連の流れの中で手順や留意点を踏まえて実施する【演習Ⅱ】。 

6．急性期にある人の看護過程の展開ができる。 

評価方法 定期試験 70％、看護過程 30％で評価する。 

総合評価で 60％以上を合格とする。 

使用教材 

1．教科書「Nursing 看護学テキスト Nice 成人看護学 急性期看護Ⅱ 救急看護 改訂版 2 版」南江

堂、3080 円 
2．リンダ J.カルペニート著、黒江ゆり子監訳：「看護診断ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ第 11 版」、医学書院、4180 円 
3．授業資料は毎回の授業で配布する。看護過程の授業では「アセスメントガイド（急性期・周手術期）」、

演習では「術後観察演習ノート」、その他必要な資料を配布する。 

参考文献 
1．系統看護学講座 専門Ⅰ 「基礎看護技術Ⅰ」 第 17 版 医学書院、P218～278 
2．山勢博彰・山勢善江著：看護実践のための根拠が分かる「成人看護技術 急性・クリティカルケア」 
 メヂカルフレンド社、P12～25 

課題に対する 
フィードバック 

・看護過程記録はコメントをつけ返却する。内容により個別指導を行うこともある。 

・術後観察ノートは演習中に課題の解答を確認する。また、演習で行わない項目については第 15 回の

まとめの講義で解答を示す。 

・定期試験の前（第 15 回の講義）に学習内容の要点を資料により示す。 
オフィスアワー 
（研究室） 火曜日（5 号館 406 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） sunaga#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 急性期にある人の看護過程①：事例紹介と今後の進め方、情報収集について 
該当到達目標 予習 事前に配布した事例を読む。 15 分 

6 復習 講義で使用した配布資料を活用し、自己の看護過程記録を進める。 30 分 

2 
講義内容 急性期にある人の看護過程②：アセスメント（健康知覚・健康管理ﾊﾟﾀｰﾝ、活動・運動ﾊﾟﾀｰﾝ） 

該当到達目標 予習 事例と「アセスメントガイド」の健康知覚・健康管理ﾊﾟﾀｰﾝ、活動・運動ﾊﾟﾀｰﾝの部

分を読む。 15 分 
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6 復習 講義で使用した配布資料を活用し、自己の看護過程記録を進める。 30 分 

3 
講義内容 急性期にある人の看護過程③：アセスメント（栄養・代謝ﾊﾟﾀｰﾝ、排泄ﾊﾟﾀｰﾝ） 
該当到達目標 予習 事例と「アセスメントガイド」の栄養・代謝ﾊﾟﾀｰﾝ、排泄ﾊﾟﾀｰﾝの部分を読む。 15 分 

6 復習 講義で使用した配布資料を活用し、自己の看護過程記録を進める。 30 分 

4 
講義内容 【演習Ⅰ】急性期看護に必要な看護技術：術後観察技術①■ 
該当到達目標 予習 第 1 回目で配布した「術後観察演習ノート」の課題部分を学習しておく 15 分 

4 復習 術後観察に必要な技術の要点を整理する。 30 分 

5 
講義内容 【演習Ⅰ】急性期看護に必要な看護技術：術後観察技術②■ 
該当到達目標 予習 第 1 回目で配布した「術後観察演習ノート」の課題部分を学習しておく 15 分 

4 復習 術後観察に必要な技術の要点を整理する。 30 分 

6 

講義内容 急性期にある人の看護過程④：関連図、問題リスト 
該当到達目標 予習 第 1 回目～第 3 回目までのアセスメントを完成させておく。 15 分 

6 復習 講義で使用した配布資料を活用し、自己の看護過程記録を進める。 

「看護診断ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」の看護問題・共同問題の項目を読み返す。 
30 分 

7 
講義内容 急性期にある人の看護過程⑤：看護計画、評価 
該当到達目標 予習 第 6 回で配布した資料を読む。 15 分 

6 復習 講義で使用した配布資料を活用し、自己の看護過程記録を進める。 30 分 

8 
講義内容 急性期・救急医療の現状と患者の特徴  ■ 
該当到達目標 予習 教科書第Ⅰ章、第Ⅲ章、第Ⅳ章を読む。 15 分 

1、2 復習 急性期・救急医療と患者の特徴について学んだことを整理する。 30 分 

9 

講義内容 急性期・救急看護：救急外来・集中治療室における看護 
該当到達目標 予習 教科書第Ⅱ章、第Ⅴ章、第Ⅵ章を読む。 15 分 

1、2、3 復習 救急外来・集中治療室における看護の特徴と役割について学んだことを整理す

る。 30 分 

10 
講義内容 急性期・救急看護：一次救命・二次救命・トリアージ 
該当到達目標 予習 教科書第Ⅳ章‐1、第Ⅴ章を読む。 15 分 

1、2、3 復習 一次救命・二次救命・トリアージについて学んだことを整理する。 30 分 

11 
講義内容 救急看護に特徴的な看護：激しい頭痛を訴える患者の看護 
該当到達目標 予習 教科書第Ⅹ章‐2 を読む。 15 分 

2、3 復習 激しい頭痛を訴える患者の看護の概要について学んだことを整理する。 30 分 

12 

講義内容 救急看護・災害看護の実際 救急におけるフライトナースの役割と看護■ 
該当到達目標 予習 教科書第Ⅰ章‐3、第Ⅷ章を読む。 15 分 

1、2、3 復習 救急・災害看護におけるフライトナースの役割と看護について学んだことを整理す

る。 30 分 

13 
講義内容 【演習Ⅱ】急性期看護に必要な看護技術：BLS （一次救命処置）① 
該当到達目標 予習 配布された事前学習課題を読み、課題を完成させる。 15 分 

5 復習 BLS の手順とポイントについて整理する。 30 分 

14 
講義内容 【演習Ⅱ】急性期看護に必要な看護技術：BLS （一次救命処置）② 
該当到達目標 予習 配布された事前学習課題を読み、課題を完成させる。 15 分 

5 復習 BLS の手順とポイントについて整理する。 30 分 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 今までの講義資料、「術後観察演習ノート」を見直す。 15 分 

1～6 復習 講義内容を振り返り、急性期・救急看護の要点をまとめる。 30 分 
合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 
・授業期間全体を通じた授業の進め方 

 ①看護過程の講義（第 1 回～3 回、6～7 回）では教員の配布する資料とパワーポイントにより各項目のポイントとなる
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ことを示し、説明する。講義後半は質疑応答を受けながら進める。 

 ②．①以外の講義は基本的に教科書と教員の配布する資料、パワーポイントによる説明を行い、質問は随時受け付

ける。救急看護の導入では DVD を使用する。 

・演習は事前課題を行った上で、積極的に参加すること。 

・看護過程は授業内容を参考として自律的に学習を進めること。 

・質問・疑問等ある場合はメールでも随時受け付ける。 

・授業中提示した課題については、提出期限を厳守のこと。 

・記載した予習・復習時間では単位習得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

・この科目は「成人看護学概論」を履修していることが望ましい。 

・■：実務経験を踏まえた内容を示す。 
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看 089 成人看護学方法論Ⅱ-A（吉田久美子）. 

科目名 
成人看護学方法論Ⅱ-Ａ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人

看護学） 

科目 
ナンバリング NRS222 

英文名 Adult Nursing: Assessment and Skills II-A (Chronic Care) 講義形態 講義 
担当教員 吉田久美子・福島直子・中川裕 
科目に関連した 
実務経験 看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

慢性期にあり、生涯、疾病をコントロールする必要のある対象の特徴の理解し、疾病の悪化を予防する

ために対象のセルフケアを促進するための看護について学習する。また、終末期にあり、治療を受けな

がら緩和ケアを必要としている対象の特徴と看護について学習する。 

到達目標 
1.慢性期にあり、生涯、疾病をコントロールする必要のある対象の特徴について説明できる。 

2.疾病の悪化を予防するために対象のセルフケアを促進するための看護について説明できる。■ 

3.終末期にあり、緩和ケアを必要としている対象の特徴と看護について説明できる。 

評価方法 出席状況・レポート 30％  筆記試験 70％で評価する。 

総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 ・鈴木志津枝, 藤田佐和編集, 慢性期看護論, ヌーｳﾞｪルヒロカワ.ISBN978-4-86174-061-9 

・毎回の授業時に構造的に学習内容を記載した資料を配付する。 
参考文献 授業時に学習を深めるために参考となる文献などを紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

・レポートにはコメントなどを付けて返却する。 

・定期試験の前に、学習内容の要点と予習・復習の意図を関連付け資料によって示す。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜 1～4 限（5 号館 410 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） Yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 第 1 章 慢性期にある対象の特徴と看護の基本   1.慢性疾患の考え方と特徴 

該当する到達目標 予習 慢性疾患の特徴についてテキストⅠ章 慢性期看護の考え方を読んでおくこと    15 分 
1 復習 テキストⅠ章-2,3 を読み、講義内容と関連づけまとめておくこと 30 分 

2 

講義内容 第 1 章 慢性期にある対象の特徴と看護の基本   2.慢性疾患がある対象の看護の基本 

該当する到達目標 予習 慢性疾患がある対象の特徴についてテキストのⅡ章 慢性期にある人の特徴と

理解を読んでおくこと    15 分 

１,2 復習 ・ﾃｷｽﾄ p41「人は実際にどのような思いを抱くか」事例 1～3 を読み患者が抱く思

いについて考察する。・ﾃｷｽﾄ p496 の事例 2 を読み看護のﾎﾟｲﾝﾄを考察すること    30 分 

3 

講義内容 第 2 章 終末期にある対象の特徴と看護の基本  1.緩和ケアを受けるがん患者の特徴と看護の基本 

該当する到達目標 予習 成人看護学概論の授業資料を使用し緩和ケアの定義と WHO の主なサービスを

読んでおくこと    15 分 

3 復習 緩和ケアを必要とする対象の特徴と看護の基本について要点をまとめること    30 分 

4 
講義内容 第 2 章 終末期にある対象の特徴と看護の基本  2.緩和ケアを受けるがん患者の特徴と看護  

該当する到達目標 予習 緩和ケアの概要について第 3 回の授業資料を読んでくること    15 分 
3 復習 第 4 回の授業資料を読み、要点を確認しておくこと 30 分 

5 講義内容 第 3 章 呼吸機能障害がある対象の看護  1.慢性閉塞性肺疾患の患者の看護 
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該当する到達目標 予習 呼吸器系の解剖と生理について確認しておくこと 15 分 

1,2 復習 テキストⅣ章-２を読み COPD の患者の教育的支援の重要性について考察するこ

と 30 分 

6 
講義内容 第 3 章 呼吸機能障害がある対象の看護  2.終末期の肺がんの患者の看護 ■ 

該当する到達目標 予習 緩和ケアの定義と WHO の主なサービスについて授業資料を読んでおくこと 15 分 
1,3 復習 授業資料を読み、要点を確認しておくこと 30 分 

7 
講義内容 第 4 章 循環機能障害がある対象の看護  1.心筋梗塞の患者の看護 ■ 

該当する到達目標 予習 肺循環・体循環と心臓の解剖・生理について読んでおくこと 15 分 
１,2 復習 ﾃｷｽﾄ Ⅴ章-1 と 3 を読み、心筋梗塞の患者の特徴と看護をまとめる 30 分 

8 

講義内容 第 4 章 循環機能障害がある対象の看護  2-1..心不全の患者の看護 ■ 
該当する到達目標 予習 右・左心不全の症状を生理学や病態と関連づけまとめておくこと 15 分 

１,2 復習 心不全の特徴をもとに、患者の特徴を身体的・心理的・社会的側面からまとめる

こと 30 分 

9 
講義内容 第 4 章 循環機能障害がある対象の看護  2－2.心不全の患者の看護 

該当する到達目標 予習 心不全の患者の看護を身体的・心理的・社会的側面からまとめておくこと 15 分 
1,2 復習 心不全の患者のセルフケアの支援について焦点をあて、看護過程を記録すること 30 分 

10 

講義内容 第 5 章 栄養摂取・代謝障害がある対象の看護   1-1.肝硬変の患者の看護  
該当する到達目標 予習 肝臓の解剖生理、肝硬変の病態について確認しておくこと 15 分 

1,2 復習 ・テキストⅦ章-３を読み症状と生活への影響をもとにｱｾｽﾒﾝﾄの要点をまとめ

る。・ﾃｷｽﾄ パートⅢ 事例編 事例 2 を読み、看護のﾎﾟｲﾝﾄを確認すること 30 分 

11 

講義内容 第 5 章 栄養摂取・代謝障害がある対象の看護   1-2.肝硬変の患者の看護展開 ■ 

該当する到達目標 予習 ・テキストⅦ章-３を読み症状と生活への影響をもとにｱｾｽﾒﾝﾄの要点をまとめ

る。・ﾃｷｽﾄ パートⅢ 事例編 事例 2 を読み、看護のﾎﾟｲﾝﾄを確認する。 15 分 

1,2 復習 肝硬変の事例の患者についてセルフケアを支援する看護過程を記録する。 30 分 

12 
講義内容 第 5 章 栄養摂取・代謝障害がある対象の看護   2..大腸がんの患者の看護 

該当する到達目標 予習 大腸の解剖生理と、大腸がんの病態について確認しておくこと 15 分 
1,2 復習 テキスト Ⅶ章-6 大腸がん患者への看護を読み、看護のﾎﾟｲﾝﾄを考察すること 30 分 

13 
講義内容 

【演習】 

慢性疾患がある対象のセルフケアを促進する援助方法  

 ［循環機能障害がある対象の看護］ 
該当する到達目標 予習 心筋梗塞の患者の特徴と看護について確認しておくこと 15 分 
1,2 復習 心電図検査をうける患者への看護の要点をまとめること 30 分 

14 
講義内容 

【演習】 

慢性疾患がある対象のセルフケアを促進する援助方法  

 ［循環機能障害がある対象の看護］1,2 
該当する到達目標 予習 心筋梗塞の患者の主要なパターンについてアセスメントの要点を確認しておくこと 15 分 
1,2 復習 演習を振り返り、看護の要点をまとめておくこと 30 分 

15 
講義内容 【まとめ】 

該当する到達目標 予習 授業資料から第 1～14 回までの要点を確認しておくこと 15 分 
1,2,3 復習 授業内容を全般的に振り返り、到達目標に向け体系的に要点をまとめておくこと 30 分 

合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 
1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要が時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.履修条件 
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 この科目は「成人看護学概論」を履修していることが望ましい。 

3.ルール 

課題としてレポートの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。 

4.授業の進め方 

1) 教材として、テキストと教員の作成する授業資料を使用する。 

2) 授業方法は、講義内容の要点について、事例を用いながら講義し、質問などに対しても具体的な説明をする。 

3 )到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し進めていく。 

■：実務経験に基づく内容を示す。  
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看 090 成人看護学方法論Ⅱ-B（吉田久美子）. 

科目名 
成人看護学方法論Ⅱ-Ｂ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人

看護学） 

科目 
ナンバリング NRS223 

英文名 Adult Nursing: Assessment and Skills II -B (Chronic Care) 講義形態 講義 
担当教員 吉田久美子・神田清子・福島直子・中川裕 
科目に関連した 
実務経験 看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

慢性期にあり、生涯、疾病をコントロールする必要のある対象の特徴の理解し、疾病の悪化を予防する

ために対象のセルフケアを促進するための看護について学習する。また、緩和ケアを必要としている対

象の特徴と看護について学習する。 

到達目標 
1.慢性期にあり、生涯、疾病をコントロールする必要のある対象の特徴について説明できる。   

2.疾病の悪化を予防するために対象のセルフケアを促進するための看護について説明できる。■ 

3.終末期にあり、緩和ケアを必要としている対象の特徴と看護について説明できる。■ 

評価方法 ・出席状況とレポート 30％・筆記試験 70％で評価する。  

・総合評価 60 点以上を合格とする。      

使用教材 
・鈴木志津枝, 藤田佐和編集, 慢性期看護論, ヌーｳﾞｪルヒロカワ.ISBN978-4-86174-061-9 

・毎回の授業時に構造的に学習内容を記載した資料を配付する。 
参考文献 授業時に学習内容に適した文献を紹介する。  
課題に対する 
フィードバック 

・鈴木志津枝, 藤田佐和編集, 慢性期看護論, ヌーｳﾞｪルヒロカワ.ISBN978-4-86174-061-9 

・毎回の授業時に構造的に学習内容を記載した資料を配付する。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 1～4 限 (5 号館 410 研究室) メールアドレス 

（＃→＠） Yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 第 1 章 脳・神経系に障害がある対象の看護   難病の患者の看護 

該当する到達目標 予習 脳・神経系の解剖と生理について復習をしておく。 15 分 

１,2 復習 テキスⅥ章-3 を読み、ALS の患者の看護について要点をまとめておく。    30 分 

2 
講義内容 第 2 章 生体防御機能障害がある対象の看護  1.白血病の患者の看護の基本 ＜神田＞ 

該当する到達目標 予習 白血病の病態について確認する。    15 分 
１,2 復習 白血病の患者の特徴と基本的な看護についてまとめる。 30 分 

3 

講義内容 第 3 章 代謝機能障害がある対象の看護   1. 糖尿病の患者の看護の基本  

該当する到達目標 予習 糖尿病の病態を確認し、テキストⅧ章 慢性の代謝機能障害をもつ患者の看護を

読む。 15 分 

１,2 復習 糖尿病の患者の特徴をふまえ、セルフケアを促す看護について要点をまとめる。 30 分 

4 
講義内容 第 3 章 代謝機能障害がある対象の看護   2.糖尿病の患者の看護 ■ 

該当する到達目標 予習 糖尿病の急性合併症と慢性合併症について確認する。 15 分 
１,2 復習 慢性合併症を併発した糖尿病の患者の看護について要点をまとめる。 30 分 
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5 
講義内容 第 3 章 代謝機能障害がある対象の看護   3 糖尿病の患者の看護  

【演習 A】 慢性疾患がある対象の食事療法を促進する援助方法 
該当する到達目標 予習 糖尿病の患者の食事療法の方法についてテキストと資料を読む。 15 分 
１,2 復習 食事療法を学習中の患者の看護について考察する。 30 分 

6 
講義内容 第 3 章 代謝機能障害がある対象の看護   4 糖尿病の患者の看護  

 【演習 B】 糖尿病の患者の自己血糖測定を促進する援助方法 
該当する到達目標 予習 自己血糖測定の目的や方法についてテキストと資料を用いて読む。 15 分 
１,2 復習 自己血糖測定を学習中の糖尿病の患者の看護について考察する。 30 分 

7 
講義内容 第 3 章 代謝機能障害がある対象の看護   4 糖尿病の患者の看護  

 【演習・まとめ】 糖尿病の患者のセルフケアを促進する援助方法 
該当する到達目標 予習 演習 A・B の資料を読んでくること 15 分 
1,2 復習 演習 A・B・まとめの資料をよみ、要点をまとめておくこと 30 分 

8 
講義内容 第 4 章 内部環境調節障害がある対象の看護  1-1.腎不全の患者の看護 ■ 

該当する到達目標 予習 腎不全の患者の身体的・心理的・社会的特徴の要点をまとめる。 15 分 
1,2 復習 腎不全の患者の看護を身体的・心理的・社会的側面から要点をまとめる。 30 分 

9 
講義内容 第 4 章 内部環境調節障害がある対象の看護  1-2.腎不全の患者の看護  

該当する到達目標 予習 テキストⅨ章 1～3 を読み、Ⅲ期以降の患者の看護について要点をまとめる。 15 分 
1,2 復習 事例の患者のセルフケアを促すことを焦点に看護過程を記載する。 30 分 

10 
講義内容 第 4 章 内部環境調節障害がある対象の看護  2-1.腎不全の患者の看護過程 

【演習】 腎不全の患者のセルフケアを促進する援助方法  
該当する到達目標 予習 テキストⅨ章 1～3 を読み、Ⅲ期以降の患者の看護について要点をまとめる。 15 分 
1,2 復習 腎不全の患者の看護を身体的・心理的・社会的側面から要点をまとめる。 30 分 

11 
講義内容 第 4 章 内部環境調節障害がある対象の看護 2-2.腎不全の患者の看護過程 

 【演習】 腎不全の患者のセルフケアを促進する援助方法  
該当する到達目標 予習 テキストⅨ章 1～3 を読み、Ⅲ期以降の患者の看護について要点をまとめる。 15 分 
1,2 復習 事例の患者のセルフケアを促すことを焦点に看護過程を記載する。  30 分 

12 
講義内容 第 5 章 緩和ケア：外来化学療法中のがん患者の看護.               ＜神田＞ 

該当する到達目標 予習 成人看護学方法論Ⅱ-A 3 回目の授業資料を読んでくること 15 分 
1,2 復習 授業資料を読み直し、要点をまとめる。  30 分 

13 
講義内容 第 5 章 緩和ケア：終末期にある患者の看護-1- 退院支援 

該当する到達目標 予習 成人看護学方法論Ⅱ-A 3 回目の授業資料を読んでくること 15 分 
1,2 復習 授業資料を読み直し、要点をまとめる。  30 分 

14 

講義内容 第 5 章 緩和ケア：終末期にある患者の看護－2 ｰ 看護実践の工夫 
該当する到達目標 予習 第 13 回の授業資料を読んでおくこと 15 分 
3 復習 授業資料の要点をまとめておくこと 30 分 

15 

講義内容 第 6 章 まとめ 
該当する到達目標 予習 第 1～14 回の授業資料の要点を読んでおくこと 15 分 
1.2.3 復習 第 1～14 回の授業資料の要点をまとめておくこと 30 分 

合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 

1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要が時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.履修条件 

 この科目は「成人看護学概論」を履修していることが望ましい。 

3.ルール 
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課題としてレポートの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。 

4.授業の進め方 

1)教材として、テキストと教員の作成する授業資料を使用する。 

2)授業方法は、講義内容の要点について、事例を用いながら講義し、質問などに対しても具体的な説明 をする。 

3)到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し進めていく。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 091 セルフケア論（吉田久美子）.  

科目名 セルフケア論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人看護学） 科目 
ナンバリング NRS224 

英文名 Self-care Theory In Nursing 講義形態 講義 
担当教員 吉田久美子 
科目に関連した 
実務経験 看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

慢性疾患がある対象にセルフケア理論と関連する理論について理解し、対象のセルフケアを促進するた

めの看護の方法について学習する。 

１．慢性疾患がある対象に活用するセルフケア理論と関連する理論について学習する。 

２．対象のセルフケアを促進するための看護の方法について学習する。■ 

到達目標 １．慢性疾患がある対象に活用するセルフケア理論と関連する理論について説明できる。 

２．対象のセルフケアを促進するための看護の方法について説明できる。■ 

評価方法 出席状況・レポート 30％、筆記試験 70％で評価する。 

・総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 ・安酸史子他編, 成人看護学 セルフマネジメント,MC ﾒﾃﾞｨｶ. ISBN978-4-8404-4129-2 C3347 

・毎回の授業時に学習内容を構造的に記載した資料を配付する。 

参考文献 授業で講義内容に則した文献を紹介する。 

課題に対する 
フィードバック 

・レポートなどにはコメントなどを付けて返却する。 

・課題は学習内容の要点と予習・復習の意図を関連付け示し、資料によってフィードバックする。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 1～3 限 （5 号館 410 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） Yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 第１章 セルフケアの基本  1.セルフケアの定義とオレム理論 

該当する到達目標 予習 セルフケア理論におけるセルフケアの定義とセルフケア要件を読み理解する。 1.5 時間 
1 復習 セルフケア理論のセルフケア不足理論と看護システムについて理解する 1.5 時間 

2 
講義内容 第１章 セルフケアの基本  2.セルフケアに関連する理論 

該当する到達目標 予習 セルフマネジメントと自己効力感理論についてテキストを読み、概要を理解する。 1.5 時間 
1 復習 セルフマネジメントと自己効力感理論における看護の要点をまとめる。 1.5 時間 

3 
講義内容 第 1 章 セルフケアの基本  3.セルフケアを促す基本的看護 ■ 

該当する到達目標 予習 看護過程の健康知覚-健康管理パターンの分析ポイントを確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 看護過程における支持・教育看護システムの活用について要点をまとめる。 1.5 時間 

4 
講義内容 第 2 章 セルフケアを促進する看護方法                                        

1.がんとともに生きる患者のセルフケアを支える看護①■ 
該当する到達目標 予習 緩和ケアの定義と主なサービスについて成人看護学概論の授業資料を読む。 1.5 時間 
1,2 復習 がん患者のセルフケアを支援する看護師の役割と方法の要点をまとめる。 1.5 時間 
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5 
講義内容 第 2 章 セルフケアを促進する看護方法                                          

1.がんとともに生きる患者のセルフケアを支える看護②■ 
該当する到達目標 予習 終末期の患者の特徴と全人的苦痛について復習し要点を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 終末期における患者のセルフケアを支援する看護の要点を考察する。 1.5 時間 

6 

講義内容 第 2 章 セルフケアを促進する看護方法                                              

2.慢性疾患患者のセルフケアを促進する看護方法 
該当する到達目標 予習 セルフケア理論と関連するセルフマネジメントや自己効力感について復習する。 1.5 時間 

1,2 復習 セルフケア理論と関連する理論を活用した看護の要点をまとめる 1.5 時間 

7 
講義内容 第 2 章 セルフケアを促進する看護方法                                              

2.リハビリテーション看護を基盤にした看護方法■ 
該当する到達目標 予習 リハビリテーション看護の定義と方法について復習し要点を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 ADL の支援を中心にリハビリテーション看護の要点をまとめ確認する。 1.5 時間 

8 
講義内容 【まとめ】 

該当する到達目標 予習 セルフケアを促進する看護の方法について授業で学習した内容を確認する。 1.5 時間 
1,2 復習 セルフケアを促進する看護の方法を活用し事例について考察する。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.履修条件 

 この科目は「成人看護学概論」「成人看護学方法論Ⅱ－A」を履修していることが望ましい。 

3.ルール 

課題としてレポートの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。  

4.授業の進め方： 

1)教材として、テキストと教員の作成する授業資料を使用する。 

2)授業方法は、講義内容の要点について、事例を用いながら講義し、質問などに対しても具体的な説明をする。 

3)到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し進めていく。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 092 成人看護学実習Ⅰ（藤本桂子）. 

科目名 成人看護学実習Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人看護学） 科目 
ナンバリング NRS320 

英文名 Adult Nursing: Practicum I (Acute Care, Perioperative) 講義形態 実習 
担当教員 藤本 桂子、石田 順子、砂賀 道子、小野千沙子 
科目に関連した 
実務経験 看護師として大学病院等での経験あり。 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 ３単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

成人看護学実習Ⅰを通して、急性期・回復期に問題のある成人期の対象を総合的にとらえ、健康障

害からの回復と社会復帰に向けて看護過程を展開し、看護の実践能力を養う。 

到達目標 

1. 急性期・回復期にある対象の身体的・心理的・社会的特徴を理解することができる。■ 
2. 対象の看護上の問題を把握し、解決に向けて看護計画を立案、実施、評価できる。■ 
3. 対象のストレスとコーピング、またはボディイメージ変化の受容、喪失と悲嘆のプロセスについて

理解し、必要な援助を行うことができる。■ 
4. 急性期にある対象の著しい身体的変化とそれに伴う心理的状態を理解し、必要な援助を行うこ

とができる。■ 
5. 回復期にある対象の回復段階を理解し、心身の回復や社会復帰に向けた援助を行うことができ

る。■ 
6. 急性期・回復期に携わる医療チームの役割と連携について理解できる。■ 
7. 必要な社会資源の活用や継続支援の方法について理解することができる。■ 
8. 病棟で行った看護を共有し、急性期・回復期にある対象の看護を理解することができる。 

評価方法 

・ 配布された記録用紙に必要な記録を行い提出するととともに以下の基準を満たしていることを評

価の条件とする。 
1. 病院実習中に自分の受け持ち患者の看護計画を用いて事例カンファレンスを行う。 
2. 3 週目の事例発表会で受け持ち患者の事例をまとめてプレゼンテーションを行う。 

・ 実習中は、適宜面接を行い、最終的に評価表を用いて、病院実習、学内実習、カンファレンスへ

の参加度、記録内容（事前学習、看護過程、行動記録、終了時レポート等）および実習参加度

（実習における態度も含む）等について総合的に評価する。 
・ ・総合評価 60 点以上を合格とする。  

使用教材 

・ 成人看護学実習Ⅰの実習要項 
・ 成人看護学方法論Ⅰ‐A・Ⅰ‐B の講義・演習資料（術後観察演習ノート・アセスメントガイドを含

む） 
・ 上記講義で使用した教科書：成人看護学 急性期看護Ⅰ 概論・周手術期看護（南江堂） 
・ 看護診断ハンドブック（医学書院） 
・ 成人看護学実習Ⅰ 事前課題 

参考文献 

・ 関連する科目の講義・演習資料 
・ 高齢者と成人の周手術期看護 1．外来／病棟における術前看護、2．術中／術後の生体反応と

急性期看護、3．開腹術／腹腔鏡下手術を受ける患者の看護（医歯薬出版株式会社） 
・ 看護実践のための根拠がわかる成人看護技術 急性・クリティカルケア看護（メヂカルフレンド

社） 
・ 系統看護学講座 別巻 臨床外科看護総論（医学書院） 
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課題に対する 
フィードバック 

・ 事前課題、実習記録等において、担当教員からのコメントを付して返却する。 
・ カンファレンスや、事例発表会等においては、指導者・担当教員および成人看護学Ⅰの教員が

コメントを述べる。 
オフィスアワー 
（研究室） 金曜日（5 号館 4 階 藤本研究室） メールアドレス 

（＃→＠） fujimoto#takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

I. 実習内容 
1. 急性期または回復期の健康障害を持つ患者を受け持ち､受け持ち患者の看護過程を展開

する｡また､受け持ち患者と関連する病棟以外の部門の見学実習等も行う｡ 
2. カンファレンス（グループ･全体）により学びを深める｡ 
3. 看護過程記録､事前レポート､終了時レポートなどの記録を記載し提出する｡ 

II. 実習計画 
 実習は 3 週間であり、2 週間は臨地において病院実習を行い、3 週目は学内で全体のま

とめを行う。3 週間の実習期間を通して､急性期･回復期にある患者に対して看護過程を展

開し、看護実践を行う｡ 

予習 

・ 急性期・回復期実習が円滑に進むように必要な知識（事前学習課題）に

ついて学習する。 
・ 受け持ち患者の疾患レポートを作成する。 
・ 日々の実習においては、行動計画用紙を活用し、目標達成するために学

習計画を立てて実習に臨む。 
・ 手術見学や ICU 見学を行う場合は、それぞれどのようなことが学びたい

のか調べ、見学願いを作成する。 
・ 教員、実習指導者の助言に基づき、看護実践に必要な知識と技術につい

て学習を行う。 

 適宜 

復習 

・ 行動計画用紙を活用し実習を振り返り、目標の達成状況と自己評価を行

う。 
・ 病院実習の中で得られた情報をもとに、受け持ち患者記録を整理する。

また、整理した記録から対象に必要な援助及び日常生活指導や退院指

導を導き出し、準備を進めていく。 
・ 手術見学や ICU（HCU）見学を行った場合は、どのようなことを学ぶこと

ができたか見学レポートを作成する。 

 適宜 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

1. 指導体制 
・ 1 グループ 5～6 名の学生に教員 1 名と病院の指導者 1 名がついて、指導を行う。 
・ 学生が受け持ち患者の看護問題を導き出す過程では、事前学習や疾患レポート等を用いて指導を行う。 
・ 看護ケアを施行する時は、学生の知識状態を確認し、ケアを提供する。 
・ 実務経験をふまえた指導を行う。 

2. ルール 
 体調管理に留意し、必要時、担当教員に相談・報告する。 
 記録やメモ帳に患者の個人情報を記載しない。 
 記録物の取り扱いには十分な注意を払う。（決められた場所以外での記録を禁ずる） 

3. その他 
 受講するためには成人看護学概論、成人看護学方法論Ⅰ-A・Ⅰ-B を履修していることが必要となる。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 093 成人看護学実習Ⅱ（吉田久美子）. 

科目名 
成人看護学実習Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・成人看

護学） 

科目 
ナンバリング 

NRS321 
 

英文名 Adult Nursing: Practicum II (Chronic Care) 講義形態 実習 
担当教員 吉田久美子・福島直子・中川裕 
科目に関連し

た実務経験 看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 3 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

慢性疾患がある成人期の対象の特徴をとらえ、QOL の向上をめざしセルフケアを促進する看護を学習

する。また、終末期にある対象の苦痛を緩和するための看護を学ぶ。 

到達目標 

1.慢性期にある対象の身体的・心理的・社会的状況をふまえ特徴を説明する。■ 

2.アンドラゴジーを活用し、対象に適したセルフケアを捉え援助する。■ 

3.対象の日常生活行動の援助について、状態に適した方法を計画し援助する。 

4.検査や治療について、目的や方法と身体的および心理的な影響をふまえ援助する。 

5.終末期にある対象の特徴を理解し、緩和ケアを基盤に苦痛の緩和と家族の支援に向け援助する。■ 

6.慢性期および終末期にある対象の OQL の向上に向けた看護を記述する。 

7.課題について主体的に取り組み、協調性や責任感と倫理観を養い、看護師として望ましい態度で援 

助を実施する。  

評価方法 
・実習中は適宜面接を行い、最終的に評価表を用い実習目標への達成度を評価する。 

・総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 
・実習中は適宜面接を行い、最終的に評価表を用い実習目標への達成度を評価する。 

・総合評価 60 点以上を合格とする。 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

病棟実習期間中は、実習記録に対し担当教員よりコメントを付しフィードバックする。 

習熟度の向上に向け、追加修正された箇所についてもコメントする。 
オフィスアワー 
（研究室） 金曜日 (5 号館 410 研究室) メールアドレス 

（＃→＠） yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

1.実習期間および実習場所 

実習期間は 3 週間で、実習場所は一般病院あるいは専門病院の病棟で 2 週間（1 日 8 時間、週 4

日）、その後、治療室実習を 1 日を含め学内実習を 1 週間（1 日 8 時間、週 5 日）行う。 

2.実習内容 

1)病棟実習 

慢性期あるいは終末期にある対象患者を受け持ち、身体的・心理的・社会的特徴を考慮しながら看

護過程を展開し、適した看護を実践する。特に、アンドラゴジーを活用し、対象に必要なセルフケアを捉

え援助する。また、日常生活行動の援助が必要な対象に対しては状況に応じ健康を促進する方法を選

択し実施する。さらに、検査や治療に伴う看護を学習し、可能な範囲について実施する。 

また、終末期にある患者を受け持った場合は、緩和ケアを基盤に苦痛の緩和を中心に看護過程を展開
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し援助する。 

2)治療室実習  

 血液透析室あるいは心臓リハビリテーション室で,上記の到達目標 1 と,2 に向け実習を行う。 

外来通院中の患者とコミュニケーションをとり、身体的・心理的・社会的特徴の理解のもとに、セルフケ

アの状況に応じた看護を捉え、必要な援助について考察する。 

 

3) 学内実習 

到達目標に対しして病棟実習や治療室実習で経験し学習した内容を体系的にまとめ発表し、意見交

換を行う。そして、各自の慢性期および終末期にある対象の QOL の向上に向けた看護について考察し

記述する。 

4) 実習の全体において 

実習期間中は、課題について主体的に実習に取り組み、協調性や責任感、倫理観を養い、看護師と

しての態度を養うよう心がける。 

 
予習 慢性疾患患者の特徴や、受け持ち患者に関する疾患や看護について学習する。 

復習 
実習で指導を受けたことをふまえ、受け持ち患者記録を記載し追加修正する。 

病棟実習で得た経験からの学びなど記録の準備など計画的に進める。 

学内実習で得た学びなどを記録し、提出レポートなど記録物をまとめる。 

備考 

1.授業の進め方 

1)病棟実習と学内実習において、個々の学生が主体的に学習できるよう個別にサポートする。 

2)既習の知識や技術を活用しながら実習目標に向かうことが出来るよう、臨床指導者と協力体制を整

え指導する。 

3)看護者として求められる態度についても、協調性や責任感、倫理観など総合的に育成できるよう支援

する。 

2.履修条件 

 受講するためには臨地実習科目の履修承認基準を満たしていることが必要となる。。 

３．ルール 

 全体要項に記載してある実習方法などに準じる。 

4.その他 

1)必要な基礎的知識を備え実習にのぞむことができるよう、実習前演習などに出席すること。 

2)病棟実習中は「日々の記録」と「受け持ち患者記録」などの記録を病棟指導者の助言などもふまえ記

載できるように教員がサポートする。 

3)学内実習では病棟実習の経験をふまえグループで資料作成などを計画している。そのため、「成人看

護学概論」や「成人看護学方法論Ⅱ-A・Ⅱ-B」、「セルフケア論」で学習した理論や概念を活用するた

め復習しておくこと。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
  



239 
 

 
看 094 老年看護概論（梅原里実). 

科目名 老年看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・老年看護学） 科目 
ナンバリング NRS130 

英文名 Introduction to Gerontological Nursing 講義形態 講義 
担当教員 梅原里実、小池洋子 
科目に関連した 
実務経験 常勤看護師として病院に勤務 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観  国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

老年看護の対象である高齢者の加齢や老化の関係、身体的側面や心理的側面、過去から現在までの

社会・生活背景などを多角的に理解する。また、高齢者や家族を援助する看護の役割を理解し、その人

らしさを支え、高齢者の尊厳保持について学ぶ。 

到達目標 

1. 老いるということ、老いを生きるということ、老年看護とは、高齢者の生活機能（ＩＣＦモデル）を理解 

する。 

2. 超高齢社会と高齢者の権利擁護などに関する社会保障について理解する。■ 

3．高齢者のヘルスアセスメント(ヘルスアセスメントの基本、身体の加齢変化とアセスメント)を理解する。 

4．高齢者の尊厳、ＱＯＬを踏まえたその人らしい日常生活を送るための看護について理解する。 

5．高齢者のエンドオブライフケア・意思決定への支援を理解する。■ 

6．高齢者体験を通して、高齢者の身体的変化や心理的不安、留意すべきことを学ぶ。 

7．生活・療養の場における看護を理解する。（ヘルスプロモーション、居住施設、家族看護等） 

8．高齢者のリスクマネジメントについて理解する。 ■ 

9．老年看護の役割や責務について理解する。■ 

評価方法 定期試験 65％と、課題レポート・出席状況・学習態度で 35％%の評価 

総合評価 60%以上を合格とする 

使用教材 教科書：系統看護学講座専門分野Ⅱ老年看護学・北川公子・医学書院・2019・2,700 円（税別） 

講義用資料を随時配布する 

参考文献 

泉キヨ子、小山幸代著：看護実践のための根拠がわかる老年看護技術.2019,メヂカルフレンド社 

堀内ふきら編著：ナーシンググラフィカ老年看護学① 高齢者の健康と障害.2019,メディカ出版 
堀内ふきら編著：ナーシンググラフィカ老年看護学② 高齢者看護の実践.2019,メディカ出版 
山田律子：生活機能からみた 老年看護過程+病態・生活機能関連図.2018,医学書院 

課題に対する 
フィードバック 

演習・特別講演・フィールドワークの各課題に基づいて提出されたレポート内容に関し、授業時間を用い

て、公表やコメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問や学習相談には、授業開始前もし

くは終了時に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 

梅原：umehara＃takasaki-u.ac.jp 
小池：koike-y＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 超高齢社会の現況、老年看護のなりたち（老年看護とは）、高齢者の生活機能（ＩＣＦモデル） 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第２章、第３章に目を通す。 15 分 
１．２ 復習 配布資料の復習。課題レポートなどについて準備など。 30 分 

2 
講義内容 加齢とは、老化とは、老いること、老いを生きるということ、発達課題、諸理論 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第 1 章に目を通す。 15 分 

 １．２ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 
3 講義内容 超高齢社会と社会保障①（高齢者と家族、健康、死亡、暮らし、ＱＯＬ，その人らしさなど） 
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該当到達目標 予習 教科書［１］の第２章に目を通す。 15 分 
 ２．４ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

4 
講義内容 超高齢社会と社会保障② (保健医療福祉の動向、介護保険、居住施設、多職種連携など） 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第２章、第 9 章に目を通す。 15 分 

 ２．４ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

5 
講義内容 超高齢社会と社会保障③（高齢者の権利擁護、差別・虐待、身体拘束、制度など）■： 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第２章に目を通す。 15 分 

 ２，４ 復習 教科書と 2. 3 配布資料の復習。 30 分 

6 
講義内容 高齢者のヘルスアセスメント①（身体の加齢変化とアセスメント） 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第４章に目を通す。 15 分 

 １．３． 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

7 
講義内容 高齢者のヘルスアセスメント②（身体の加齢変化とアセスメント） 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第４章に目を通す。前回の復習。 15 分 

 １．３ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

8 
講義内容 高齢者のヘルスアセスメント③（身体の加齢変化とアセスメント） 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第４章に目を通す。前回の復習。 15 分 
１．３ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

9 
講義内容 高齢者体験 
該当到達目標 予習 事前の演習体験資料に基づいて、目的・体験内容を理解する。 15 分 

 １．６ 復習 体験を通しての課題に基づき、レポートにまとめる。 30 分 

10 
講義内容 パーソンセンタードケア 
該当到達目標 予習 パーソンセンタードケアについて調べる。 15 分 

 １．５．９ 復習 ＤＶＤ視聴後に課題に基づき、レポートに１．５．９まとめる。 30 分 

11 
講義内容 エンドオブライフケア、意思決定支援■ 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第８章に目を通す。 15 分 

 ２．５ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

12 
講義内容 高齢者とヘルスプロモーション、家族看護、社会参加、セクシャリティなど 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第９章、第 5 章—Ｇ・Ｈに目を通す。 15 分 

 ２．７ 復習 教科書と配布資料の復習。 30 分 

13 

講義内容 特別講演：地域で療養する高齢者の理解 （看護小規模多機能型居宅介護を利用している高齢者の理 

解とその看護） 
該２．３．当到達

目標 予習 教科書［１］の第２章-B、第９章-B に目を通す。 15 分 
 ２．４．７ 復習 講演後に課題に基づいてレポート提出 30 分 

14 
講義内容 高齢者のリスクマネージメント(災害と看護を含む) ■ 
該当到達目標 予習 教科書［１］の第１０章に目を通す。 15 分 

 ８ 復習 教科書と配布資料の復習 30 分 

15 
講義内容 老年看護の役割・責務、まとめ ■ 
該当到達目標 予習 第 3 章に目を通す。今までの学習内容を振り返り、疑問点等整理する。 15 分 
1～９ 復習 教科書と配布資料の復習。今までの授業を参考に、課題レポートの提出。 30 分 

合計時間（予習・復習） 11 時間 15 
分 

備考 

■：実務経験に基づく内容を示す。 

・授業の進め方：講義毎に本日の講義概要を説明した上で、教本や教員の作成した資料やパワーポイントを用いて要点

を提示し行っていく。質疑応答も適宜受けながら進めて行く。 

・高齢者のヘルスアセスメントやパーソンセンタードケアは DVD を用いて講義する。 

・予習・復習時間は、試験前に各自が補完すること。 
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看 095 老年看護学方法論Ⅰ（内田真理子）. 

科目名 
老年看護学方法論Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・老年看護

学） 

科目 
ナンバリング NRS230 

英文名 Gerontological Nursing: Assessment and Skills Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 梅原里実、内田真理子、星河純子、小沼美加 
科目に関連した 
実務経験 

看護師として病院勤務（経験） 
現職の音楽療法士をゲストスピーカーとして招く（第 8 回、第 9 回） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

治療を必要とする高齢者、援助を必要とする要介護高齢者など、様々な健康レベルにある高齢者の障

害や症状に応じた看護方法を学習する。 

到達目標 

1．加齢による生活機能への影響を理解し、高齢者の生活機能を整える看護について理解する。■ 
2．高齢者にとっての検査・治療を理解し、検査・治療を受ける高齢者の看護について理解する。 
3．認知機能障害の特徴と認知機能障害のある高齢者の看護について理解する。 
4. 高齢者に特徴的な疾患および症状を理解し、疾患および症状を抱える高齢者の看護について理解す

る。■ 
評価方法 筆記試験 85％、レポート（授業参加度・学習態度を含む） 15％ 

使用教材 

[1] 系統看護学講座専門分野Ⅱ老年看護学・北川公子・医学書院・2019・2,700 円+税  
[2] 看護実践のための根拠がわかる老年看護技術・泉キヨ子,小山幸代・メヂカルフレンド社・2019・
3,600 円+税  
講義資料を随時配布する。 

参考文献 堀内ふきら編著：ナーシンググラフィカ老年看護学① 高齢者の健康と障害.2019,メディカ出版 
堀内ふきら編著：ナーシンググラフィカ老年看護学② 高齢者看護の実践.2019,メディカ出版 

課題に対する 
フィードバック 課題に基づいて提出されたレポート内容について、授業時間を用いて公表やコメントを行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日 2 限、3 限 
不在時はメール等で問い合わせのこと。 

メールアドレス 
（＃→＠） 

梅原(umehara＃takasaki-u.ac.jp) 
内田(uchida-m＃takasaki-u.ac.jp) 
星河 (hoshikawa ＃ takasaki-u.ac.jp)            

小沼(konuma＃takasaki-u.ac.jp) 

1 

講義内容 高齢者の生活機能を整える看護 1 日常生活を支える基本的活動 ■ 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 第 3 章 B②、第 5 章 A、教科書[2] 第Ⅱ章 ①-4、第Ⅲ章 ④、⑥に

目を通す。 
15 分 

1,4 復習 
加齢による運動機能の低下から起こる生活障害を理解し、高齢者の日常生活を

支える基本的活動への援助方法を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

2 

講義内容 高齢者の生活機能を整える看護 2 食事・食生活 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 5 章 B、教科書[2] 第Ⅲ章 ①、第Ⅳ章 ①に目を通す。 15 分 

1,4 復習 
加齢による機能低下から起こる食生活への影響を理解し、高齢者の食生活を支

える援助を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 
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3 

講義内容 高齢者の生活機能を整える看護 3 排泄 ■ 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 5 章 C、教科書[2] 第Ⅲ章 ②、第Ⅳ章 ②に目を通す。 15 分 

1,4 復習 
加齢による機能低下から起こる排泄への影響を理解し、高齢者の尊厳に配慮し

た排泄の援助を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

4 

講義内容 高齢者の生活機能を整える看護 4 清潔 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 第 4 章 B-①、第 5 章 D、第 6 章 A-⑧、教科書[2] 第Ⅲ章 ③、第Ⅳ

章 ④に目を通す。 
15 分 

1,4 復習 
加齢による機能低下から起こる清潔活動への影響を理解し、高齢者の清潔を保

つ援助を学ぶ。褥瘡の概要と褥瘡を持つ高齢者の看護を学ぶ。教科書、配布資

料を復習する。 
30 分 

5 

講義内容 高齢者の生活機能を整える看護 5 生活リズム 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 5 章 E、教科書[2] 第Ⅲ章 ⑤に目を通す。 15 分 

1,4 復習 
加齢による機能低下から起こる生活リズムへの影響を理解し、高齢者の生活リズ

ムを整える援助を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

6 

講義内容 治療を必要とする高齢者の看護 1 検査、リハビリテーションを受ける高齢者の看護（転倒予防を含む） 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 5 章 A-②、第 7 章 A、D、教科書[2] 第Ⅳ章 ③に目を通す。 15 分 

2,4 復習 
検査における高齢者の特徴と、検査を受ける高齢者の看護を学ぶ。高齢者リハ

ビリテーションの特徴を理解し、リハビリテーションを必要とする高齢者の看護を

学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

7 

講義内容 治療を必要とする高齢者の看護 2 薬物療法を受ける高齢者の看護 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 7 章 B、教科書[2] 第Ⅳ章 ⑥に目を通す。 15 分 

2,4 復習 
加齢による機能低下から起こる薬物動態への影響を理解し、薬物療法における

高齢者の特徴とその支援を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

8 

講義内容 特別講義「高齢者のための音楽療法」 
該当到達目標 予習 音楽療法について調べる。 15 分 

1，3 復習 
音楽療法の目的、効果、活用方法について理解し、高齢者へのかかわりについ

て考察する。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

9 

講義内容 特別講義「高齢者のための音楽療法」 
該当到達目標 予習 音楽療法について調べる。 15 分 

1，3 復習 
音楽療法の目的、効果、活用方法について理解し、高齢者へのかかわりについ

て考察する。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

10 

講義内容 認知機能障害のある高齢者の看護 1 認知症① 疾患・治療 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 C-③、教科書[2] 第Ⅴ章に目を通す。 15 分 

3,4 復習 
認知症の原因疾患と特徴を理解し、診断・治療・予防について学ぶ。教科書、配

布資料を復習する。 
30 分 

11 

講義内容 認知機能障害のある高齢者の看護 2 認知症② 日常生活への影響 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 C-③、教科書[2] 第Ⅴ章に目を通す。 15 分 

3,4 復習 
認知症の特徴と認知機能低下から起こる生活障害を理解し、認知症高齢者の看

護を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

12 講義内容 
認知機能障害のある高齢者の看護 3 認知症③ 認知症高齢者への対応 
高齢者とのコミュニケーション 
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該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 C-③、教科書[2] 第Ⅱ章②、第Ⅴ章に目を通す。 15 分 

3,4 復習 
認知症高齢者とコミュニケーションの基本と家族への支援を学ぶ。教科書、配布

資料を復習する。 
30 分 

13 

講義内容 認知機能障害のある高齢者の看護 4 うつ・せん妄 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 C-①、②、教科書[2] 第Ⅳ章⑤に目を通す。 15 分 

3,4 復習 
うつ、せん妄の発症の背景や経過を理解し、うつ、せん妄状態にある高齢者の看

護を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

14 

講義内容 身体疾患のある高齢者の看護 1 心不全、パーキンソン病・パーキンソン症候群 ■ 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 B-②、⑥に目を通す。 15 分 

4 復習 
心不全、パーキンソン病の概要と高齢者の特徴、心不全、パーキンソン病を持つ

高齢者の看護を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

15 

講義内容 身体疾患のある高齢者の看護 2 脳卒中 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 B-①に目を通す。 15 分 

4 復習 
脳卒中の概要と高齢者の特徴、脳卒中を持つ高齢者の看護を学ぶ。教科書、配

布資料を復習する。 
30 分 

合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
授業は、パワーポイントにて各テーマに関する説明を行う。教科書と教員が作成した資料を用いて授業を進行する。 
特別講義では、概要の説明および実演を行い、実際に学生が体験する形で進行する。 
予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 
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看 096 老年看護学方法論Ⅱ（内田真理子）. 

科目名 
老年看護学方法論Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・老年看

護学） 

科目 
ナンバリング NRS231 

英文名 Gerontological Nursing: Assessment and Skills Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 梅原里実、内田真理子、星河純子、小沼美加 
科目に関連した 
実務経験 

看護師として病院勤務（経験） 
現職の老人看護専門看護師をゲストスピーカーとして招く（第 8 回） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

治療を必要とする高齢者や援助を必要とする要介護高齢者など、様々な健康レベルにある高齢者

の障害や症状に応じた看護方法を学習し、老年期にある対象の看護実践を考える。 

到達目標 

1. 高齢者に特徴的な疾患および症状を理解し、疾患および症状を抱える高齢者の看護について理

解する。■ 
2．看護過程の展開を通して高齢者の基本的ニーズを充足させるための看護について理解する。

■ 
3．高齢者の特性をふまえた老年看護技術を実施する。■ 
4．臨床現場で遭遇する高齢患者の実際を学び、高齢者の尊厳、QOL をふまえたその人らしい日

常生活を送るための看護について理解する。■ 
評価方法 筆記試験 60％、レポート 20％、グループワーク（演習参加度・学習態度を含む）20％ 

使用教材 

[1] 系統看護学講座専門分野Ⅱ老年看護学・北川公子・医学書院・2019・2,700 円+税  
[2] 看護実践のための根拠がわかる老年看護技術・泉キヨ子,小山幸代・メヂカルフレンド社・2019・
3,600 円+税  
講義資料を随時配布する。 

参考文献 
堀内ふきら編著：ナーシンググラフィカ老年看護学① 高齢者の健康と障害.2019,メディカ出版 
堀内ふきら編著：ナーシンググラフィカ老年看護学② 高齢者看護の実践.2019,メディカ出版 
山田律子：生活機能からみた 老年看護過程+病態・生活機能関連図.2018,医学書院 

課題に対する 
フィードバック 

課題に基づいて提出されたレポート内容について、授業時間を用いて公表やコメントを行う。 
事例検討においては、発表会資料を配布し、発表会においてコメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日 2 限、3 限 
不在時はメール等で問い合わせの 
こと。 

メールアドレス 
（＃→＠） 

梅原(umehara＃takasaki-u.ac.jp) 
内田(uchida-m＃takasaki-u.ac.jp) 
星河(hoshikawa＃takasaki-u.ac.jp)            

小沼(konuma＃takasaki-u.ac.jp) 

1 

講義内容 症候のアセスメントと看護 バイタルサインのアセスメント、掻痒、脱水、浮腫 ■ 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 第 4 章 B-③、④、第 6 章 A-③、④、⑥、教科書[2] 第Ⅱ章 ①、

第Ⅲ章①-③に目を通す。 
15 分 

1 復習 
高齢者によくみられる身体症状の特徴を理解し、アセスメントと予防的視点

をふまえた看護を学ぶ。 
30 分 
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2 

講義内容 身体疾患のある高齢者の看護 3 インフルエンザ、感染性胃腸炎、尿路感染症、白癬 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 5 章 D-②、第 6 章 B-⑦に目を通す。 15 分 

1 復習 
感染症における高齢者の特徴と感染症を持つ高齢者への援助を学ぶ。教科

書、配布資料を復習する。 
30 分 

3 

講義内容 身体疾患のある高齢者の看護 4 肺炎、逆流性食道炎 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 B-⑧に目を通す。 15 分 

1 復習 
肺炎、逆流性食道炎の概要と高齢者の特徴、肺炎、逆流性食道炎を持つ高齢

者の看護を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

4 

講義内容 身体疾患のある高齢者の看護 5 骨粗鬆症、骨折 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 6 章 B-⑨、⑩、教科書[2] 第Ⅳ章 ③に目を通す。 15 分 

1 復習 
骨粗鬆症、骨折の概要と高齢者の特徴、骨粗鬆症・骨折を持つ高齢者の看護

を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

5 

講義内容 老年看護学での看護過程の展開 1 
該当到達目標 予習 教科書[1] 付章、教科書[2] 第Ⅱ章①に目を通す。 15 分 

1,2 復習 
老年看護学での看護過程の展開における特徴を理解し、グループワークの検

討に向けて、看護過程の展開に必要な項目を学習する。 
30 分 

6 

講義内容 
老年看護学での看護過程の展開 2 GW での事例検討① 情報整理・アセスメント・ニーズの明

確化 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 付章、教科書[2] 第Ⅱ章①に目を通す。事例に目を通し、看護過程

の展開に必要な項目（病態生理、看護など）を学習する。 
15 分 

1,2 復習 
グループワークでの検討において、不足していた項目について学習をする。

グループワークを振り返り、自己の記録を加筆修正する。 
30 分 

7 

講義内容 老年看護学での看護過程の展開 3 GW での事例検討② 看護診断・看護計画 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 付章に目を通す。事例に目を通し、看護過程の展開に必要な項目

（病態生理、看護など）を学習する。 
15 分 

1,2 復習 
グループワークでの検討において、不足していた項目について学習をする。

グループワークを振り返り、自己の記録を加筆修正する。 
30 分 

8 

講義内容 特別講義「老人看護専門看護師による実践活動」 
該当到達目標 予習 老人看護専門看護師（制度、役割、活動など）について調べる。 15 分 

1,4 復習 
老人看護専門看護師の活動の実際から、高齢者へのかかわりについて考察す

る。配布資料を復習する。 
30 分 

9 

講義内容 老年看護学での看護過程の展開 4 GW での事例検討③ 発表 
該当到達目標 予習 教科書[1] 付章に目を通す。グループ発表資料に目を通す。 15 分 

1,2 復習 
グループワーク発表を振り返り、不足していた項目について追加学習を行

い、学びをまとめる。グループ記録を加筆修正する。 
30 分 

10 

講義内容 老年看護学での看護過程の展開 5 GW での事例検討④ 発表 
該当到達目標 予習 教科書[1] 付章に目を通す。グループ発表資料に目を通す。 15 分 

1,2 復習 
グループワーク発表を振り返り、不足していた項目について追加学習を行

い、学びをまとめる。グループ記録を加筆修正する。 
30 分 

11 
講義内容 高齢者看護に必要な基本的看護 1 演習：排泄ケア① (おむつ交換) ■ 
該当到達目標 予習 教科書[1] 第 5 章 C、D、教科書[2] 第Ⅱ章③- B 、第Ⅲ章②、③、第Ⅳ章②、 15 分 
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④、事前配布資料に目を通す。ワークシートを作成する。 

1～3 復習 
演習を通しての学びをワークシートにまとめる。安全・安楽、尊厳に配慮し、

自立支援に向けた高齢者の排泄ケアの方法を学ぶ。教科書、配布資料を復習

する。 
30 分 

12 

講義内容 高齢者看護に必要な基本的看護 1 演習：排泄ケア② (おむつ交換) ■ 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 第 5 章 C、D、教科書[2] 第Ⅱ章③- B、第Ⅲ章②、③、第Ⅳ章②、

④、事前配布資料に目を通す。ワークシートを作成する。 
15 分 

1～3 復習 
演習を通しての学びをワークシートにまとめる。安全・安楽、尊厳に配慮し、

自立支援に向けた高齢者の排泄ケアの方法を学ぶ。教科書、配布資料を復習

する。 
30 分 

13 

講義内容 高齢者看護に必要な基本的看護 2 演習：口腔ケア① (義歯の取り扱い等) ■ 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 第 5 章 B、教科書[2] 第Ⅳ章①、事前配布資料に目を通す。ワーク

シートを作成する。 
15 分 

1～3 復習 
演習を通しての学びをワークシートにまとめる。安全・安楽に配慮し、自立

支援に向けた高齢者の口腔ケアの方法を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

14 

講義内容 高齢者看護に必要な基本的看護 2 演習：口腔ケア② (義歯の取り扱い等) ■ 

該当到達目標 予習 
教科書[1] 第 5 章 B、教科書[2] 第Ⅳ章①、事前配布資料に目を通す。ワーク

シートを作成する。 
15 分 

1～3 復習 
演習を通しての学びをワークシートにまとめる。安全・安楽に配慮し、自立

支援に向けた高齢者の口腔ケアの方法を学ぶ。教科書、配布資料を復習する。 
30 分 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 講義資料に目を通す。 15 分 

1～3 復習 高齢者の特徴と看護についての学びをまとめる。配布資料を復習する。 30 分 
合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
授業は、パワーポイントなどにより、各テーマに関する説明を行う。教科書と教員が作成した資料を用いて授業

を進行する。 
看護過程の展開は、グループワークで行う。発表会のなかで質疑応答を行う形式で進める。 
演習は、教科書と事前配布資料を用いながら、実際に学生が技術体験を行う形式で進める。 
予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

  



248 
 

 
看 097 老年看護学実習（内田真理子）. 

科目名 老年看護学実習（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・老年看護学） 科目 
ナンバリング NRS330 

英文名 Gerontological Nursing Practicum 講義形態 実習 
担当教員 梅原里実、内田真理子、星河純子、小沼美加 
科目に関連した 
実務経験 看護師として病院勤務（経験） 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 3 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

老年期にある対象の全体像・ニーズを把握し、その対象を支援する看護実践に必要な知識・技術・

態度を習得する。 

到達目標 

1．老年期にある対象の身体的・心理的・社会的特徴や発達課題について理解する。■ 
2．老年期にある受け持ち患者の健康上および生活上のニーズを充足するための看護を実践す

る。■ 
3．高齢者施設の役割と機能・特徴を理解し、施設における高齢者支援について述べる。 
4．臨地実習を通して高齢者の理解を深め、「老いること」「老いを生きること」について、

自分の考えを述べる。 
5．高齢者の意思決定・権利・尊厳について、自分の考えを述べる。■ 
6．グループワークを通して、老年期にある対象の理解と老年看護の特徴について考察し発表

する。 

評価方法 
実習中は適宜面接を行い、最終的に評価表を用いて評価する。 
実習参加度・学習態度、実習目標の達成状況、実習記録（事前学習課題を含む）及びグループ発表

を評価項目とし、評価表において 60 点以上を合格とする。 
使用教材 既習の老年看護学における使用教材および臨地実習要項、老年看護学実習要項、事前配布資料 

参考文献 
リンダ J.カルペニート,黒江ゆり子：看護診断ハンドブック 第 11版.2018,医学書院 

山田律子：生活機能からみた 老年看護過程+病態・生活機能関連図.2018,医学書院 

課題に対する 
フィードバック 

実習の事前課題、実習記録等を提出期限内に提出した学生には、実習担当者からのコメントを付し

て返却する。看護援助場面、カンファレンス、実習報告会等でその都度コメントを行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日 2 限、3 限 
不在時はメール等で問い合わせの 
こと。 

メールアドレス 
（＃→＠） 

梅原(umehara＃takasaki-u.ac.jp) 
内田(uchida-m＃takasaki-u.ac.jp) 
星河(hoshikawa＃takasaki-u.ac.jp)            

小沼（konuma＃takasaki-u.ac.jp） 

講義内容 

病院実習、施設実習、学内実習 

予習 
事前に提示された学習課題をまとめ、実習で活用できるようにする。事前情

報や実習中に得られた情報から実習で必要と予測される項目（演習を含む）

について、学習をする。 

期間中 
適宜 

復習 
日々の得られた情報や学びをもとに、実習記録を整理する。実習での学びを

まとめ、実習報告会及び自己の記録に反映する。 
期間中 
適宜 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

臨床現場において、実際の患者とのコミュニケーションやケアを行うなかで、臨床指導者とともに看護技術

や知識について指導する。看護展開について、看護実践や記録等の確認・指導を行う。学内実習では、グル

ープワークや実習発表会等を通して、臨地実習の振り返りや質疑応答を行いながら、学習を深める。 
【自己学習の内容】 
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老年看護学概論および老年看護学方法論Ⅰ･Ⅱを復習し､様々な健康レベルにある高齢者への個別的な援助

について､学生自らが考え臨地実習で活用できるよう自己学習をしておくことが望ましい。 
実習期間中はその都度、指示されたことや学んだことを書き出すなど、学習内容を整理する必要がある。 
なお、実習科目の単位修得については、実習の規定に準ずる。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 098 小児看護学概論（櫻井美和）. 

科目名 小児看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・小児看護学） 科目 
ナンバリング NRS140 

英文名 Introduction to Pediatric Nursing 講義形態 講義 
担当教員 櫻井美和 
科目に関連した 
実務経験 

担当教員は、大学病院や総合病院の小児病棟、小児専門病院やクリニック等での看護師としての勤務

経験を有する。 
学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

【内容】 

小児期にある子どもの健康と成長・発達および子どもを取り巻く社会環境を理解し、小児看護の役割・機

能を学習する。 

【授業の進め方】 

教科書、教員が作成した資料、パワーポイントを用いるとともに、DVD 等の視覚教材や新聞記事等も活

用し、子どもの発達的特徴や小児期に子どもと家族の健康問題・課題のイメージ化を図りながら授業を

展開する。 

到達目標 

1.小児看護の対象と環境、目標、および役割・機能を理解する 

2.子どもを抱える家族の特徴とその機能を理解する 

3.小児看護における子どもの権利とその重要性および倫理的課題を理解する■ 

4.母子保健統計の変遷、母子保健、小児保健の関係法規および行政施策を理解する 

5.小児期にある子どもの成長・発達の特徴を理解する 

6.小児期各期に生じやすい健康問題・課題と疾病の予防、健康の維持・増進に向けた支援を理解する■ 

7.上記 1～6 に基づき、日本における小児看護の課題および小児看護の役割・機能を考察する■ 

評価方法 授業態度・出席状況（10％）、定期試験（60％）、課題レポート（30％）により、総合的に評価する。 

使用教材 

・奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[1] 小児看護学概論・小児臨床看護総論，

医学書院．￥2,800 

※教科書は、授業および予習・復習において使用する。 

※その他、適宜、授業資料を配布する 

参考文献 
1）中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学①－小児の発達と看護，メディカ出版． 

2）舟島なをみ：看護のための人間発達学 第 4 版，医学書院． 

課題に対する 
フィードバック レポートにはコメントを付して返却する 

オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日 2 限、金曜日 1 限 

（5 号館 4 階、413 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） sakurai-m#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 
科目オリエンテーション 
小児看護の特徴と理念／子どもを取り巻く社会環境[1] ―小児看護の対象と環境、子ども観・家族

観の変遷― 
該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 1 章－A、C を精読する。 15 分 

1 復習 

Bronfenbrenner の生態学的環境モデル、小児看護の対象（子どもと家族）と

環境の関係について理解を深める。また、自己の子ども観、家族観をまとめる

とともに、新聞、報道等により、子どもと家族に関する社会的問題または課題

について情報収集する。 

30 分 
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2 

講義内容 小児看護の特徴と理念／子どもを取り巻く社会環境[2] ―子どもを抱える家族の特徴とその機能― 
該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 7 章を精読する。 15 分 

2,7 復習 
家族のライフサイクルからみた基本的発達課題、家族のおかれている状況と

子どもへの影響について理解を深める。また、新聞、報道等により、子どもと

家族に関する社会的問題または課題について情報収集する。 
30 分 

3 
講義内容 小児看護の特徴と理念／子どもを取り巻く社会環境[3] ―小児看護における倫理―■ 
該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 1 章－D を精読する。 15 分 

3,7 復習 子どもの権利が脅かされる社会的問題または課題について情報収集する。 30 分 

4 

講義内容 小児看護の特徴と理念／子どもを取り巻く社会環境[4] ―小児保健・母子保健にかかわる健康指標、

母子・小児保健の関係法規および行政施策― 
該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 1 章－B、第 8 章を精読する。 15 分 

4,7 復習 
新聞、報道等により、子どもと家族に関する社会的問題または課題について

情報収集し、その経緯や要因を分析するとともに、解決するための方策や支

援について、自己の考えを考察し、レポートとしてまとめる。 
30 分 

5 

講義内容 小児看護の特徴と理念／子どもを取り巻く社会環境[5] ―小児看護の目標、役割・機能―■ 
該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 1 章－A、E を精読する。 15 分 

1,2,3,4,7 復習 第 1～5 回までの授業内容に基づき、小児看護の目標、役割・機能をまとめ

る。 30 分 

6 
講義内容 子どもの成長・発達と看護[1] ―成長・発達の概念、一般的原則、成長・発達に与える影響要因― 
該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 2 章－A、B、C を精読する。 15 分 

1,5,7 復習 成長・発達の影響要因について調べ、まとめる。 30 分 

7 

講義内容 子どもの成長・発達と看護[2] 
―身体的な成長・発達と看護①〔形態、脳・神経の機能、呼吸器、（造血器・血液）〕― 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 4・5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、解剖生理学で学習した「脳・神経系」「呼吸器」について再学習する。 15 分 

1,5,7 復習 子どもの造血器・血液の発達について調べ、乳幼児期、学童期、思春期、青

年期の発達段階ごとに整理する。 30 分 

8 

講義内容 子どもの成長・発達と看護[3] 
―身体的な成長・発達と看護②〔循環器、体温調節機能、運動機能、（消化器、感覚器、免疫機能）― 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 4・5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、解剖生理学で学習した「循環器」について再学習する。 15 分 

1,5,7 復習 胎児循環と成人循環の相違を調べる。また、運動機能の発達について発達

達段階ごとに整理する。 30 分 

9 

講義内容 子どもの成長・発達と看護[4] ―心理・社会的発達の特徴と看護①（Piaget の認知発達理論、

Favighust、Erikson の発達課題理論）― 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 4～6 章のうち、講義内容と関連する項を精読

する。 15 分 

1,5,7 復習 授業内容に基づき、子どもの心理・社会的発達の特徴について、乳幼児期、

学童期、思春期、青年期の発達段階ごとに整理する。 30 分 

10 

講義内容 子どもの成長・発達と看護[5]―心理・社会的な発達の特徴と看護②（言語・コミュニケーション、

Bowlby の愛着理論、対人関係、Bridges の情緒の分化）、発育・発達の評価の方法― 
該当到達目標 予習 事前配布資料、教科書の小児看護学概論 第 2 章－D、E を精読する。 15 分 

1,5,7 復習 
授業内容に基づき、子どもの心理・社会的な発達の特徴について、乳幼児

期、学童期、思春期、青年期の発達段階ごとに整理する。また、母子保健手

帳等を活用し、自己の発育過程を評価しレポートとしてまとめる。 
30 分 

11 

講義内容 子どもの健康問題・健康課題と看護[1]―新生児・乳幼児期（日常生活習慣の獲得過程）―■ 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、解剖生理学で学習した消化器について再学習する。 15 分 

1,5,6,7 復習 各発達段階にある子どもの日常生活習慣の獲得過程（食事、排泄、清潔・整

容・衣生活、睡眠等）の目安を整理する。 30 分 
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12 

講義内容 子どもの健康課題と看護[2] ―新生児・乳幼児期（子どもの事故とその支援）―■ 

該当到達目標 予習 
教科書の小児看護学概論 第 5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、本科目で学習した子どもの脳・神経系の発達の特徴、解剖生理学で

学習した体温調節機能、感覚器（特に視覚）について再学習する。 
15 分 

1,5,6,7 復習 授業内容に基づき、特に、新生児期、乳幼児期にある子どもの健康課題とそ

の支援の在り方について整理する。 30 分 

13 

講義内容 子どもの健康課題と看護[3]―新生児・乳幼児期（感染症、予防接種とその支援） 

該当到達目標 予習 
教科書の小児看護学概論 第 5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、解剖生理学、臨床医学等で学習した免疫機能、感染成立のための

三大要因について再学習する。 
15 分 

1,5,6,7 復習 授業内容に基づき、特に、新生児期、乳幼児期にある子どもの発達の特徴を

ふまえた上で、健康問題・健康課題とその支援の在り方について整理する。 30 分 

14 

講義内容 子どもの健康課題と看護[4]―学童期（生活習慣病とその支援） 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。 15 分 

1,5,6,7 復習 授業内容に基づき、特に、学童期の発達の特徴をふまえた上で、子どもの健

康課題とその支援の在り方について整理する。 30 分 

15 

講義内容 子どもの健康課題と看護[5]―思春期・青年期（心理・社会的不適応とその支援） 
総括：小児看護の課題と小児看護の役割・機能■ 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 1 章を再度精読する。 15 分 

1,2,3,4,5,6,
7 復習 

授業内容に基づき、特に、思春期・青年期にある対象者の発達の特徴をふま

えた上で、健康問題・健康課題とその支援の在り方について整理する。また、

これまでの授業全体の内容を再確認し、小児看護の役割・機能を整理し、自

己の考えを考察する。 

30 分 

合計時間（予習・復習） 14時間 15分 

備考 

【学習上の助言および受講時のルール】 
●本科目は、小児看護学方法論Ⅰ、小児看護学方法論Ⅱ、小児看護学実習へと連動して授業展開される基盤となる科

目であるため、授業シラバス、授業計画を必ず確認し、予習・復習を十分行い、積極的に授業に臨む。 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完する。 

●授業の進行過程において、各自がポートフォリオを作成する。また、ポートフォリオを持参し、内容を補充しながら授業

に臨む。 

●授業中に提示された課題は、提出期限を厳守し必ず提出する。未提出の場合には単位修得に影響する。 

●本科目は、養護教諭一種資格取得に関わる科目である。 

【履修条件】 

この科目は、「人間発達論」を履修していることが望ましい。 

 

（■：実務経験に基づく内容を示す。）  
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看 099 小児看護学方法論Ⅰ（櫻井美和）. 

科目名 
小児看護学方法論Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・小児看護

学） 

科目 
ナンバリング NRS240 

英文名 Pediatric Nursing: Assessment and SkillsⅠ 講義形態 講義 
担当教員 櫻井美和・星野美穂 

科目に関連した 
実務経験 

・担当教員は、大学病院や総合病院の小児病棟、小児専門病院やクリニック等での看護師としての勤務

経験を有する。 

・小児看護専門看護師（第 13 回）、訪問看護ステーションの訪問看護師（第 14 回）をゲストスピーカ―と

して招く。 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

【内容】 

健康障がいを抱える子どもの発達段階、健康状態（疾患、疾患・治療に起因する症状、病期、治療・検

査・処置など）に応じた看護を実践する上で必要な基本的知識・技術を学習する。 

【授業の進め方】 

教科書、教員が作成した資料、パワーポイントを用いるとともに、DVD 等の視覚教材や家族の手記等も

活用し、多様な発達段階にあり、多様な疾患を抱える子どもと家族の特徴や、健康問題・健康課題のイメ

ージ化を図りながら授業を展開する。 

到達目標 

1.病気や障がい、入院・治療が子どもと家族に及ぼす影響を統合的に理解する 

2.医療を受ける子どもの権利と倫理的課題を理解する 

3.治療・検査・処置を受ける子どもと家族の特徴を理解する■ 

4.小児期に生じやすい健康障害とその主な症状の特徴を理解する 

5.各病期（急性期、慢性期、終末期）にある子どもと家族の健康問題・課題を理解する■ 

6.外来や在宅での継続的な医療・看護を必要とする子どもと家族の健康問題・課題を理解する■ 

7.健康がいを抱える子どもの発達段階、健康状態に応じた看護を理解する■ 

評価方法 授業態度・出席状況（10％）、定期試験（60％）、課題レポート（30％）により、総合的に評価する。 

使用教材 

1）奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[1] 小児看護学概論・小児臨床看護総

論，医学書院．￥2,800 

2) 奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[2] 小児臨床看護各論，医学書院．

￥3,300 

3）中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学②－小児看護技術，メディカ出版．￥3,456 

※教科書は、授業および予習・復習において使用する。 

※適宜、授業資料を配布する 

参考文献 
1）中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学①－小児の発達と看護，メディカ出版． 

2）中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学③－小児の疾患と看護，メディカ出版． 

課題に対する 
フィードバック レポートにはコメントを付して返却する 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 2 限、金曜日 1 限 メールアドレス 

（＃→＠） sakurai-m#takasaki-u.ac.jp 
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（5 号館 4 階、413 研究室） 

1 

講義内容 
科目オリエンテーション 
病気や障がい、入院・治療が子どもと家族に与える影響と看護[1] 

―病気、障がいおよび入院による子どもへの影響と看護― 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 1・2 章のうち、講義内容と関連する項を精

読する。 15 分 

1 復習 健康障がいのある子どもの体験と子どもへの看護について整理する。 30 分 

2 

講義内容 病気や障がい、入院・治療が子どもと家族に与える影響と看護[2] 
―子どもの病気、障害および入院による家族への影響と看護― 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 1・2 章のうち、講義内容と関連する項を精

読する。 15 分 

1 復習 健康障がいのある子どもの家族（母親、父親、きょうだい）の体験と家族へ看

護について整理する。 30 分 

3 

講義内容 病気や障がい、入院・治療が子どもと家族に与える影響と看護[3] 
―医療を受ける子どもの権利、子どもの病気の理解と説明― 

該当到達目標 予習 教科書の小児看護学概論 第 1 章 D 章を精読するとともに、小児看護学概

論で学習した「小児看護における倫理」について再学習する。 15 分 

2,7 復習 健康障がいのある子どもの権利が脅かされる状況を調べ、看護のあり方を考

える。 30 分 

4 

講義内容 病気、障がいや入院が子どもと家族に与える影響と看護[4] 
―病気、障がいを抱える子どもへの日常生活支援― 

該当到達目標 予習 
教科書の小児臨床看護総論 第 1・2 章のうち、講義内容と関連する項を精読

するとともに、小児看護学概論で学習した「各発達段階の日常生活習慣の獲

得過程とその支援」について再学習する。 
15 分 

1,3,7 復習 
新聞、報道等により、子どもと家族に関する社会的問題または課題について

情報収集する講義内容を参考に、子どもに関連する施策や社会問題につい

て取り上げ、自分の意見をまとめる。 
30 分 

5 

講義内容 治療・検査・処置を必要とする子どもと家族への看護［1]―治療・検査・処置を受ける子どもの体験、

検査を受ける子どもへの看護（採血、腰椎穿刺、骨髄穿刺）―■ 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 6 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。 15 分 

3,7 復習 子どもの採血、腰椎穿刺、骨髄穿刺に関わる知識・技術を整理する。 30 分 

6 

講義内容 治療・検査・処置を必要とする子どもと家族への看護[2] 
―治療を受ける子どもへの看護（輸液療法、与薬）、発達に応じたプレパレーション―■ 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 6 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。 15 分 

3,7 復習 与薬に関わる知識・技術に関して、課題学習に取り組む。 30 分 

7 

講義内容 子どもの示す主な症状とその看護[1]―不機嫌および啼泣 、痛み、発熱,、脱水― 
 

該当到達目標 予習 
教科書の小児臨床看護総論 第 5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、小児看護学概論で学習した「子どものコミュニケーション」「体温調節

機能」「腎機能」などの発達の特徴を再学習する。 
15 分 

1,5,7 復習 症状のメカニズムと症状緩和方法を整理する。 30 分 

8 

講義内容 子どもの示す主な症状とその看護[2]―呼吸困難、けいれん、意識障害― 

該当到達目標 予習 
教科書の小児臨床看護総論 第 5 章のうち、講義内容と関連する項を精読す

る。また、小児看護学概論で学習した子どもの「呼吸器」「脳・神経系」の発達

の特徴を再学習する。 
15 分 

1,5,7 復習 症状のメカニズムと症状緩和方法、合併症予防の方法を理解する。 30 分 
9 講義内容 健康障がいの病期別の子どもと家族への看護[1] 
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―急性期にある子どもと家族への看護 ― 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 3 章－B を精読する。また、川崎病の病態生

理、治療、一般的な看護について調べる。 30 分 

1,5,7 復習 急性期にある川崎病の子どもと家族への看護を整理する。 15 分 

10 

講義内容 健康障がいの病期別の子どもと家族への看護[2]  
―慢性期にある子どもと家族への看護―■ 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 3 章－A を精読する。また、ネフローゼ症候

群、急性リンパ性白血病の病態生理、治療、一般的な看護について調べる。 60 分 

1,5,7 復習 
慢性期にあるネフローゼ症候群、急性リンパ性白血病、の子どもと家族への

看護を理解する。また、小児慢性疾患の子どもと家族を支える行政施策につ

いて調べる。 
30 分 

11 

講義内容 健康障がいの病期別の子どもと家族への看護[3] ―終末期にある子どもと家族への看護―■ 
該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 3 章－D を精読する。 15 分 

1,5,6,7 復習 子どもの死の概念の発達と、終末期にある子どもと家族への緩和ケアについ

てまとめる 30 分 

12 

講義内容 健康障がいの病期別の子どもと家族への看護[4] ―周手術期にある子どもと家族への看護―■ 

該当到達目標 予習 

教科書の小児臨床看護総論 第 3 章－C を精読する。また、成人看護学方法

論Ⅰ、臨床医学等で学習した「Moore の手術後の生体の回復過程」、小児看

護学概論で学習した子どもの「呼吸器」「循環器」の成長・発達の特徴につい

て再学習する。 

15 分 

1,5,6,7 復習 手術を受ける子どもの手術前・後の看護について整理する。 30 分 

13 

講義内容 さまざまな状況にある子どもと家族への看護[1]―外来における子どもと家族への看護―■ 

該当到達目標 予習 
教科書の小児臨床看護総論 第 2 章－B を精読する。また、本科目で学習し

た子どもの「セルフケアの発達過程」、小児看護学概論で学習した「思春期・

青年期にある対象者の発達的特徴」について再学習する。 
15 分 

1,5,6,7 復習 セルフケアの獲得に向けた支援、成人移行期支援について整理する。 30 分 

14 

講義内容 さまざまな状況にある子どもと家族への看護[2] 
―医療的ケアを必要とする子どもと家族への在宅看護―■ 

該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 2 章－C を精読する。 15 分 

1,5,6,7 復習 小児在宅ケアの現状と課題、在宅療養を必要とする子どもと家族への看護に

ついて整理する 30 分 

15 

講義内容 総括：健康障がいのある子どもと家族への小児看護の役割・機能■ 
該当到達目標 予習 教科書の小児臨床看護総論 第 1 章を再度精読する。 15 分 

1,2,3,4,5,6,
7 復習 これまでの授業内容を再確認し、健康がい害を抱える子どもと家族への看護

について整理する。 30 分 

合計時間（予習・復習） 12 時間  

備考 

【学習上の助言および受講時のルール】 
●本科目は、小児看護学方法論Ⅱ、小児看護学実習へと連動して授業展開される科目であるため、授業シラバス、授

業計画を必ず確認する。また、小児看護学概論での既習の知識を活用するとともに、予習・復習を十分行い、積極的

に授業に臨む。 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完する。 

●授業の進行過程において、各自がポートフォリオを作成する。また、ポートフォリオを持参し、内容を補充しながら授業

に臨む。 

●授業中に提示された課題は、提出期限を厳守し必ず提出する。未提出の場合には単位修得に影響する。 

【履修条件】 

この科目は、「小児看護学概論」を履修していることが望ましい。 
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（■：実務経験に基づく内容を示す。） 
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看 100 小児看護学方法論Ⅱ（星野美穂）. 

科目名 
小児看護学方法論Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・小児看護

学） 

科目 
ナンバリング NRS241 

英文名 Pediatric Nursing: Assessment and SkillsⅡ 講義形態 講義 
担当教員 星野美穂・櫻井美和 

科目に関連した 
実務経験 

・担当教員は、大学病院や総合病院の小児病棟、小児専門病院やクリニック等での看護師としての勤務

経験を有する。 

・重症心身障害看護認定看護師（第４回）、新生児集中ケア認定看護師（第 10 回）、小児救急看護認定

看護師（12～15 回）をゲストスピーカ―、または演習指導者として招く。 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

【内容】 

健康障害を抱える子どもの発達段階、健康状態（疾患、疾患・治療に起因する症状、病期、治療・検査・

処置など）、個別性に応じた看護過程を展開する方法および看護を実践する上で必要な基本的知識・技

術を学習する。 

【授業の進め方】 

・教科書、教員が作成した資料、パワーポイントを用いるとともに、DVD 等の視覚教材も活用し、疾患を

抱える子どもと家族の特徴や、健康問題・健康課題のイメージ化を図りながら授業を展開する。 

・学生間、学生と教員間でのディスカッションを行いながら、疾患を抱える子どもと家族のモデル事例へ

の看護過程の展開を試行し、小児期にある対象の特徴をふまえた看護過程の方法を教授する。 

・モデル人形、シュミレーターを用い、看護を実践するうえで必要な小児看護技術を教授する。 

到達目標 

1.小児期特有の症状や疾患を抱える子どもと家族への看護を理解する■ 

2.健康障害を抱える子どもの特徴をふまえ、看護過程の基本的な考え方を理解する 

3.健康障害を抱える子どもの顕在的・潜在的な健康問題・課題とその支援の必要性をアセスメントする 

4.健康障害を抱える子どもの顕在的・潜在的な健康問題・課題に対する支援の方向性を導く 

5.子どもの発達段階、健康状態に応じた看護を実践する上で必要な小児看護技術を習得する■ 

評価方法 授業参加度、看護過程の課題レポート（20％）、グループ発表（20％）、小児看護技術演習の課題レポート

（10％）、筆記試験（50％）により、総合的に評価する。 

使用教材 

1）奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[1] 小児看護学概論・小児臨床看護総

論，医学書院．￥2,800 

2) 奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[2] 小児臨床看護各論，医学書院．

￥3,300 

3）中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学②－小児看護技術，メディカ出版．￥3,456 

※教科書は、授業および予習・復習において使用する 

・その他、適宜、授業資料を配布する 

参考文献 
①中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学①－小児の発達と看護，メディカ出版． 

②中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学③－小児の疾患と看護，メディカ出版． 

課題に対する 
フィードバック レポートにはコメントを付して返却する。また、小テストを返却し、解説する。 
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オフィスアワー 
（研究室） 

質問および学習相談には、授業開始前

もしくは終了後に応じる。 

（5 号館 4 階 411 研究室） 
メールアドレス 
（＃→＠） hoshino-m#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 科目オリエンテーション 

モデル事例に基づく看護過程演習[1]―小児看護における看護過程、アセスメントの特徴 
該当到達目標 予習 基礎看護学において学習した看護過程、看護診断について復習する。 0.5 時間 

2 復習 授業内容に基づき、小児看護における看護過程の特徴と前提となる考え方を理

解する。 0.5 時間 

2 

講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[2] ―事例紹介・演習の進め方・アセスメント①― 

該当到達目標 予習 事例の情報を精読し、子どもの身体的、心理的、社会的な成長・発達の特徴、病態生

理、治療、および看護について学習する。 0.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容に基づき、予習で不足していた知識について補充学習する。また、アセスメント

枠組みに基づき、モデル事例の情報を整理する。 0.5 時間 

3 

講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[3] ―アセスメント②― 
該当到達目標 予習 アセスメント枠組みに基づき、モデル事例の情報を整理する。 0.5 時間 

1.2.3 復習 既習の知識・講義内容に基づき、モデル事例の看護上の問題になりうる事項を検討

し、その原因・誘因を探索し、記述する。 0.5 時間 

4 

講義内容 小児期特有の症状や疾患を抱える子どもと家族への看護[1]―心身障害を抱える子どもと家族への看護―■ 
該当到達目標 予習 教科書 1）の小児臨床看護総論 第 7 章を精読する。 0.5 時間 

1 復習 
心身障害を抱える子どもの身体的・生理的特徴、合併しやすい障害や症状、重要な
看護を理解する。また、親の障害受容段階を参考に、家族への看護のあり方につい
て自己の考えを考察する。 

0.5 時間 

5 

講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[4] ―アセスメント③―  
該当到達目標 予習 アセスメント枠組みに基づき、モデル事例の情報を整理する。 0.5 時間 

1,2,3 復習 既習の知識・講義内容に基づき、モデル事例の看護上の問題になりうる事項を検討
し、その原因・誘因を探索し、記述する。 

0.5 時間 

6 

講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[5] ―関連図の作成、看護問題の抽出①― 
該当到達目標 予習 関連図の作成と看護問題の抽出について講義内容を確認する。 0.5 時間 

4 復習 関連図の作成をすすめ、モデル事例の看護上の問題になりうる事項を検討し、その原因・
誘因を探索する。 

0.5 時間 

7 

講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[6] ―関連図の作成、看護問題の抽出②― 
該当到達目標 予習 関連図の作成と看護問題の抽出について講義内容を確認する。 0.5 時間 

4 復習 関連図の作成をすすめ、モデル事例の看護上の問題になりうる事項を検討し、その原因・
誘因を探索する。 

0.5 時間 

8 
講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[7] 慢性疾患の事例【まとめ】 
該当到達目標 予習 個人およびグループでの学習内容を振り返り、発表の準備を行う。 0.5 時間 

1,2,3,4 復習 発表と講義内容を振り返り、看護過程についての不足部分を補う。 0.5 時間 

9 
講義内容 モデル事例に基づく看護過程演習[８] 重症心身障害児の事例【まとめ】 

該当到達目標 予習 個人およびグループでの学習内容を振り返り、発表の準備を行う。 0.5 時間 
1,2,3,4 復習 発表と講義内容を振り返り、モデル事例の看護過程について不足部分を補う。 0.5 時間 

10 

講義内容 小児期特有の症状や疾患を抱える子どもと家族への看護[2] 

―ハイリスク新生児と家族への看護―■ 
該当到達目標 予習 教科書 2）の 2 章のうち、低出生体重児に関連する項を精読する。 0.5 時間 

1 復習 低出生体重児の身体的・生理的特徴、合併しやすい障害や症状、重要な看護を理解す

る。また、ディベロップメンタルケアの原則的な考え方とその支援について理解する。 0.5 時間 

11 

講義内容 小児看護技術[1]―演習（プレパレーション・子どもへの説明） 
該当到達目標 予習 教科書 1)の小児臨床看護総論 第 4 章を精読する。 0.25 時間 

1,5 復習 
フィジカルアセスメントの目的、基本技術、活用方法を理解する。また、演習で行う

小児看護技術の内容と目標を確認する。 
0.25 時間 

12 講義内容 小児看護技術[2]―フィジカルアセスメント、技術演習オリエンテーション 
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該当到達目標 予習 演習で行う小児看護技術について調べ、事前学習課題レポートに取り組む。ま

た、演習で行う小児看護技術の目標を確認する。 0.25 時間 

1,5 復習 演習で行った小児看護技術における学びと自己の課題を明確にし、ワークシート

を記入する。 0.25 時間 

13 

講義内容 小児看護技術[3] ―（バイタルサイン測定、身体計測、心肺蘇生法、与薬、プレパレーション・教育的支

援）―■ 

該当到達目標 予習 演習で行う小児看護技術について調べ、事前学習課題レポートに取り組む。ま

た、演習で行う小児看護技術の目標を確認する。 0.25 時間 

1,5 復習 演習で行った小児看護技術における学びと自己の課題を明確にし、ワークシート

を記入する。 0.25 時間 

14 

講義内容 小児看護技術[4] ―（バイタルサイン測定、身体計測、心肺蘇生法、与薬、プレパレーション・教育的支

援）―■ 

該当到達目標 予習 演習で行う小児看護技術について調べ、事前学習課題レポートに取り組む。ま

た、演習で行う小児看護技術の目標を確認する。 0.25 時間 

1,,5 復習 演習で行った小児看護技術における学びと自己の課題を明確にし、ワークシート

を記入する。 0.25 時間 

15 

講義内容 小児看護技術[5] ―（バイタルサイン測定、身体計測、心肺蘇生法、与薬、プレパレーション・教育的支

援）―■ 

該当到達目標 予習 演習で行う小児看護技術について調べ、事前学習課題レポートに取り組む。ま

た、演習で行う小児看護技術の目標を確認する。 0.25 時間 

1,5 復習 演習で行った小児看護技術における学びと自己の課題を明確にし、ワークシート

を記入する。 0.25 時間 

合計時間（予習・復習） 12.5 時間 

備考 

【学習上の助言および受講時のルール】 

●本科目は、小児看護学実習へと連動して授業展開される科目であるため、授業シラバス、授業計画を必ず確認する。

●小児看護学概論、小児看護学方法論Ⅰでの既習の知識を活用するとともに、予習・復習を十分行い、積極的に授業 

に臨む。 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合：記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たないた

め、各自で補完する。 

●授業の進行過程において、各自がポートフォリオを作成する。また、ポートフォリオを持参し、内容を補充しながら授業

に臨む。 

●授業中に提示された課題は、提出期限を厳守し必ず提出する。未提出の場合には単位修得に影響する。 

・小児看護技術［演習］を欠席した場合には、担当教員に申し出る。演習を未実施のまま単位修得することはできない。 

・本科目は、養護教諭一種資格取得に関わる科目である。 

【履修条件】 

この科目は、「小児看護学概論」、「小児看護学方法論Ⅰ」を履修していることが望ましい。 

 

（■：実務経験に基づく内容を示す。）  
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看 101 小児看護学実習（櫻井美和）. 

科目名 小児看護学実習（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・小児看護学） 科目 
ナンバリング NRS340 

英文名 Pediatric Nursing: Practicum 講義形態 実習 
担当教員 櫻井美和・星野美穂 
科目に関連した 
実務経験 

担当教員は、大学病院や総合病院の小児病棟、小児専門病院やクリニック等での看護師としての

勤務経験を有する。 
学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 2 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

【内容】 
さまざまな健康状態、発達段階にある子どもとその家族を統合的に理解し、疾病の予防、健康の維

持・増進、健康問題・健康課題の解決を目指した個別性に応じた看護を実践するための基礎的能力

を養うとともに、小児看護の役割・機能を学ぶ。 
【授業の進め方】 
・１グループに対し教員１名が実習指導を担当する。 
・行動目標の達成に向け教員は、対象理解・全体像の把握・看護問題の抽出・看護計画の立案と実

施・評価の一連の過程について、支援を行う。 

到達目標 

1.小児期にある対象の成長・発達や家族の特性をふまえた援助関係を構築するための態度を修得

する。■ 

2.小児期にある対象の身体的、心理的、社会的側面からの統合的な理解に基づき、アセスメントす

る。■ 

3.小児期にある対象の顕在的・潜在的な健康問題・健康課題とその支援の必要性を身体的、心理

的、社会的側面から明確にする。■ 

4.小児期にある対象の顕在的・潜在的な健康問題・健康課題の解決および回避に向けた個別的な

看護計画を立案、実施、評価する。■ 

5.小児期にある対象の理解および看護実践をとおして、小児看護の役割・機能とその意義を理解す

る。 

6.小児期にある対象と家族をとりまく保健医療福祉および教育にかかわる多職種連携チームの一員

として行動する。 

7.看護学の初学者として、看護の役割・機能を果たすための責任感、および態度を修得する。■ 

評価方法 実習目標を評価基準として、実習、学内実習、カンファレンスにおける学生の言動、記録物・レポート

の記載内容、および、実習参加度により統合的に評価する。 

使用教材 

1)奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[1] 小児看護学概論・小児臨床看護

総論，医学書院． 

2)奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学[2] 小児臨床看護各論，医学書院． 

3）中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学②－小児看護技術，メディカ出版．￥3,456 

※教科書は、授業および予習・復習において使用する 

4)学科作成の小児看護学実習要項 

5)その他、小児看護学概論、小児看護学方法論Ⅰ、小児看護学方法論Ⅱで配布した授業資料も活

用する。 

参考文献 

1)中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学①－小児の発達と看護，メディカ出版． 

2)中野綾美編：ナーシング・グラフィカ 小児看護学③－小児の疾患と看護，メディカ出版． 

3)筒井真優美監修：小児看護 第 2 版 パーフェクト臨床実習ガイド，照林社． 

4)その他、実習施設ごとに参考文献を別途紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

事前学習課題実習を提出期限内に提出した学生には、授業担当者からのコメントを付して返却す

る。 
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オフィスアワー 
（研究室） 

質問および学習相談には、授業開始前

もしくは終了後に応じる。 
（5 号館 4 階 411 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） hoshino-m#takasaki-u.ac.jp  

講義内容 

１．実習期間および実習施設 
実習期間は 2 週間で、幼稚園・こども園および病院において実習する。なお、病院実習では、小児専

門病院、総合病院、一般病院、医療型障害児入所施設のいずれかにおいて実習を行う。 
２．実習内容 
１）幼稚園・こども園実習：対象となる子どもや子どもを取り巻く人的・物理的環境を観察する。また、

保育・活動場面、日常生活支援場面（遊び、昼食、片付け、手洗い・うがいなど）において、子どもと

関わりながら参加観察を実施する。そして、乳幼児期にある健康な子どもの成長・発達の特徴およ

び生じやすい健康問題について理解を深めるとともに、健康な子どもへの支援のあり方とその意義

について考察する。 
２）病棟実習：上記１．に記載したいずれかの病院・施設に入院している子どもを受け持ち、看護過程

を展開するとともに、日常生活の支援（食事・清潔・排泄・遊び等）、治療・検査・処置にかかわる支援

を実施する。さらに受け持ち患者への看護実践を通して、健康障害を抱える子どもとその家族への

支援のあり方と意義を探求する。■ 
３）学内演習（統合カンファレンス） 
小児看護学実習で体験した、倫理的な側面からの気づき・ジレンマ・課題を共有し、小児看護の特

徴、役割・機能について理解を深めるとともに、自己の課題を明確にする。■ 

予習 

・小児看護学実習における対象の理解、看護過程の展開、看護実践、看護の

本質を探究する上で必要な知識・技術に関して学習し、ポートフォリオを作成

する。 
・日々の実習においては学習行動計画用紙を活用し、翌日の学習目標および

目標を達成するための学習計画をたてて実習に臨む。 
・実習指導教員、実習指導者の助言に基づき、受け持ち患者への看護過程の

展開や看護実践に必要な知識・技術について日々学習し、実習に臨む。 

 時間 

復習 

・学習行動計画用紙を活用して日々の実習を振り返り、目標の達成状況の自

己評価を行う。 
・幼稚園・こども園実習、病棟実習での学びを統合し、以下の内容のレポート

を作成する。 
①小児期にある対象の理解および看護実践をとおして経験したこと、学んだこ

とを具体的に提示し、『小児看護の特徴と看護者の役割・機能』について考察

する。 
②小児看護学実習をとおし、今後の自己の課題を具体的に考察する。 
指定の期日までに、上記レポートと実習記録を提出する。 

 時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

【学習上の助言および受講時のルール】 
●学生は１名の対象者を受け持ち、看護問題の解決に向けた看護過程を展開する。そのため、各自で作成したポ

ートフォリオを活用し、主体的・自律的に実習に臨むこと。 
●本科目は、1 年時からの学習の積み重ねが重要であるため、小児看護学概論、小児看護学方法論Ⅰ、小児看

護学方法論Ⅱを中心に十分に復習しておくこと。 
 なお、実習科目の単位修得については、実習の規定に準じる。 
 
【履修条件】 
●この科目は、臨地実習科目の履修承認基準をすべて満たしていなければ受講できない 

 
（■：実務経験に基づく内容を示す。） 
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看 102 母性看護学概論（茂木佐智子）. 

科目名 母性看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・母性看護学） 科目 
ナンバリング NRS150 

英文名 Introduction to Women's Health Nursing 講義形態 講義 
担当教員 茂木佐智子・大石時子・新井基子 
科目に関連した 
実務経験 助産師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

リプロダクティブヘルス/ライツの考え方を基盤として、女性の健康をめぐる今日的な課題を身体・心理・

社会的な観点から学習するとともに、ヘルスプロモーションの視点から母性看護の役割を考える。 

到達目標 

1. 母性看護の実践に必要な概念・理論を理解する。 

2. ライフサイクルにおける女性の身体的・心理的変化を理解する。■ 

3. 女性を取り巻く社会の現状と健康課題を理解する。 

4. 女性のヘルスプロモーションにおける看護の考え方を理解する。■ 

5. 1～4 を通して、母性看護の役割を理解する。 

評価方法 
定期試験 70％、リアクションペーパー（小レポート）提出による出席確認とその内容評価 30％によって総

合的に評価する。 

使用教材 

・次の教科書を使用する。 

「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 母性看護学１」森恵美他著，医学書院，2019．（2400 円+税）  

ISBN978-4-260-02188-3  

・プリントを配布する。  
参考文献 ・ 
課題に対する 
フィードバック 

リアクションペーパー（小レポート）にコメントを付けて返却する。 
また、次回の講義において質問等の記述内容を選択し、補足説明を行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日・水曜日の 4 限、質問や意見はメ

ールでも受け付ける。 
メールアドレス 
（＃→＠） motegi-s#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 科目ガイダンス、セクシュアリティ、リプロダクティブヘルス・ライツ  

該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義の目標と内容を確認する。 

教科書のはしがき、第１章Ｃ・Ｄを読み、学習することを確認する。 
0.5 時間 

1 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、本科目を学ぶ意義を確認する。 0.5 時間 

2 

講義内容 母性看護の基盤となる概念  
該当到達目標 予習 教科書の第 1 章を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

1,2 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、母性看護の基盤となる概念を理解

する。 0.5 時間 

3 
講義内容 母性看護の基盤となる理論  
該当到達目標 予習 教科書の第 1 章と第 2 回の配布プリントを読み、講義で学習することを確認する。 0.5 時間 

1,2 復習 教科書とプリントを読み返し、母性看護の基盤となる理論を理解する。 0.5 時間 

4 

講義内容 女性と社会（出生、死亡に関する統計、家族形成に関する統計）  
該当到達目標 予習 教科書の第 2 章Ａ②を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

1,3 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、母子保健に関係する指標と動向を

理解する。 0.5 時間 

5 講義内容 女性と法律・制度①母子保健のための法律と施策 
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該当到達目標 予習 教科書の第 2 章Ａ③④を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

1,3 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、母子保健のための法律と施策を理

解する。 0.5 時間 

6 
講義内容 女性と法律・制度②周産期医療システム 
該当到達目標 予習 教科書の第 2 章Ａ⑤を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、周産期医療システムを理解する。 0.5 時間 

7 

講義内容 思春期女性の健康 
該当到達目標 予習 教科書の第 5 章Ａ・Ｂ、第 6 章Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅを読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、思春期女性の健康課題と看護につ

いて理解する。 0.5 時間 

8 

講義内容 暴力・虐待防止の法律と支援 
該当到達目標 予習 教科書の第 6 章Ｆ・Ｇを読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、女性・子どもへの暴力・虐待の現状

および法律と支援について理解する。 0.5 時間 

9 

講義内容 成熟期女性の健康■  
該当到達目標 予習 教科書の第 5 章Ｃを読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、成熟期女性の健康課題と看護につ

いて理解する。 0.5 時間 

10 

講義内容 子育てと社会 （健やか親子 21 少子化対策）     

該当到達目標 予習 教科書の第 1 章Ｆ①②、第 2 章Ａ①の⑤近代社会と母性看護を読み、学習するこ

とを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、子育て支援について理解する。 0.5 時間 

11 

講義内容 妊娠・出産をめぐる医療と看護① 出生前診断、生殖補助医療■  

該当到達目標 予習 教科書の第１章Ｆ②の②医療技術の進歩と課題、Ｇを読み、学習することを確認

する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、生殖に関わる倫理的課題と看護に

ついて理解する。 0.5 時間 

12 

講義内容 妊娠・出産をめぐる医療と看護② 不妊症■ 

該当到達目標 予習 教科書の第１章Ｆ②の②医療技術の進歩と課題、Ｇと、第 11 回の配布プリントを

読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、不妊治療を受けるカップルへの支援

について理解する。 0.5 時間 

13 

講義内容 更年期女性の健康 
該当到達目標 予習 教科書の第 5 章Ｄを読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、更年期女性の健康課題と看護につ

いて要点をまとめる。 0.5 時間 

14 

講義内容 女性と国際社会 
該当到達目標 予習 教科書の第 6 章 H を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

2,3,4 復習 教科書とプリントを読み返し、疑問点を調べ、国際化における母子の現状、健康

課題と看護について理解する。 0.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 第 1～14 回までの講義資料等を読み、学習内容を確認する。 0.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 全ての学習内容を統合し、母性看護の役割について要点をまとめる。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 
全 15 回の授業は全て講義形式をとるため、学生の深い思考や質問を促すことを目的に、講義後に毎回リアクションペ

ーパーを課す。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 103 母性看護学方法論Ⅰ（茂木佐智子）. 

科目名 
母性看護学方法論Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・母性看護

学） 

科目 
ナンバリング NRS250 

英文名 Women's Health Nursing; Assessment and SkillsⅠ 講義形態 講義 
担当教員 茂木佐智子・新井基子 
科目に関連した 
実務経験 助産師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

妊産婦とその家族を理解するために、正常な妊娠・分娩経過および正常から逸脱した状態について学習

する。また、正常な経過をたどっている妊産婦の健康状態を維持・促進するための看護、ならびに、正常

からの逸脱を早期に発見し適切に対処するための看護を学習する。 

到達目標 

1. 妊娠の成立、胎盤形成と胎児発育について理解する。 

2. 妊娠に伴う身体的変化を理解する。 

3. 妊娠によって生じる心理・社会的変化を理解する。 

4 妊娠経過をアセスメントする方法を理解する。 

5 妊婦のセルフケア能力を高めるための支援を理解する。■ 

6 出産と子育ての準備のための支援を理解する。■ 

7 妊娠期に起こる正常からの逸脱時の看護について理解する。■ 

8 分娩の生理を理解する。 

9 分娩経過を、安全と満足の視点からアセスメントする方法を理解する。 

10.分娩経過に沿った産婦と家族の看護を理解する。■ 

11.分娩期に起こる正常からの逸脱時の看護について理解する。■ 

12.妊産婦のアセスメントに必要な知識と技術の目的・方法・留意点を理解する。  

評価方法 
定期試験 50％、レポート 30％、リアクションペーパー（小レポート）提出による出席確認とその内容 20％

によって総合的に評価する。 

使用教材 

①「アセスメントスキルを修得し質の高い周産期ケアを追求する 母性看護学Ⅱ 周産期各論」有森直子

編，医歯薬出版，2015．（4200 円+税） ISBN978-4-263-23669-7 

②「ナーシング・グラフィカ 母性看護学（3）母性看護技術第 4版」荒木奈緒他編，メディカ出版，（2600円

+税） ISBN978-4-8404-6519-9 

③「看護診断ハンドブック 第 11 版」リンダ J.カルペニート著；黒江ゆり子監訳，医学書院，2018.（3800 円

+税） ISBN978-4-260-03451-7 

・プリントを配布する。  

参考文献 
①「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 母性看護学２ 母性看護学各論」森恵美他（医学書院）  
②「ナーシング・グラフィカ 母性看護学②母性看護の実践」小林康江他編（メディカ出版） 

課題に対する 
フィードバック 

リアクションペーパー（小レポート）にコメントを付けて返却する。 
また、次回の講義において質問等の記述内容を選択し、補足説明を行う。 
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オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日・水曜日の 4 限、質問や意見はメ

ールでも受け付ける。 
メールアドレス 
（＃→＠） motegi-s#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 科目ガイダンス、妊娠の経過  

該当到達目標 予習 
シラバスを読み、講義の目標と内容を確認する。 

教科書①はじめに、第１章第 1 節 A、第 3 節 C を読み、学習することを確認する。  
0.5 時間 

1,2,3 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、妊娠成立と身体的・心理的・社会

的変化について理解する。 0.5 時間 

2 

講義内容 妊娠経過のアセスメント   
該当到達目標 予習 教科書①第１章第 1 節 B、第 2 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

4 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、事例の妊娠経過をアセスメント

し、その方法を具体的に理解する。 0.5 時間 

3 

講義内容 妊婦の看護①セルフケア能力を高めるための支援 ■ 
該当到達目標 予習 教科書①第１章第 3 節 A・B・C を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

5 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、妊婦のセルフケア能力を高めるた

めの支援を理解する。 0.5 時間 

4 

講義内容 妊婦の看護②出産の準備のための支援 ■ 
該当到達目標 予習 教科書①第１章第 3 節 D①～③を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

6 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、出産の準備のための支援を理解

する。 0.5 時間 

5 

講義内容 妊婦の看護③子育ての準備のための支援  
該当到達目標 予習 教科書①第１章第 3 節 D④を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

6 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、子育ての準備のための支援を理

解する。 0.5 時間 

6 

講義内容 妊娠期の異常と看護 ■  
該当到達目標 予習 教科書①第１章第 4 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

7  復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、妊娠期の異常と看護の要点を理

解する。 0.5 時間 

7 
講義内容 分娩の経過 
該当到達目標 予習 教科書①第 2 章第 1 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

8 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、分娩の生理を理解する。 0.5 時間 

8 

講義内容 分娩経過のアセスメント 
該当到達目標 予習 教科書①第 2 章第 2 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

9 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、分娩経過を安全と満足の視点か

らアセスメントする方法を理解する。 0.5 時間 

9 

講義内容 産婦の看護 ■ 
該当到達目標 予習 教科書①第 2 章第 3 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

10 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、分娩経過に沿った産婦と家族の

看護を理解する。 0.5 時間 

10 

講義内容 妊産婦のアセスメントに必要な知識と技術①     
該当到達目標 予習 教科書①②と事前配布資料を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

12 復習 教科書①②とプリントや資料を活用してレポートを作成し、妊産婦のアセスメント

に必要な知識と技術の目的・方法・留意点を理解する。 0.5 時間 

11 

講義内容 妊産婦のアセスメントに必要な知識と技術②  
該当到達目標 予習 教科書①②と事前配布資料を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

12 復習 教科書①②とプリントや資料を活用してレポートを作成し、妊産婦のアセスメント

に必要な知識と技術の目的・方法・留意点を理解する。 0.5 時間 

12 

講義内容 妊産婦の看護過程の展開 

該当到達目標 予習 事例の看護過程の展開（アセスメント、ヘルスプロモーション型看護診断）に取り

組む。 0.5 時間 

4,9 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、事例の看護過程の展開を自己評

価する。 0.5 時間 
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13 

講義内容 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援（助産所助産師の立場から）  
該当到達目標 予習 「助産所」に関する情報を入手し、講義への興味関心を高める。 0.5 時間 

5,6,10 復習 プリントを読み返し、疑問点を調べ、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支

援について理解する。。 0.5 時間 

14 

講義内容 分娩期の異常と看護 ■ 
該当到達目標 予習 教科書①第 2 章第 4 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

11 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、分娩期の異常と看護の要点を理

解する。 0.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 第 1～14 回までの教科書やプリントを読み、これまでの学習内容を確認する。 0.5 時間 

1～12 復習 妊娠分娩の経過と看護に関する学習内容を統合する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 

・母性看護学の対象は、妊産褥婦とその子ども、将来子どもを産み育てる女性、および過去においてその役目を果たし

た女性のみならず、リプロダクティブヘルス・ライツという観点から、女性と生殖や育児のパートナーとしての男性、子ど

もが生まれ乳児を育てる家族、その家族が生活する地域社会も含む。このうち、妊産褥婦とその子どもは脆弱性が高

く、保護的な支援や健康状態の維持・促進に向け家族を含めた看護が必要不可欠である。そこで、この科目は、妊産婦

とその家族に焦点をあてる。             

・予習や復習、あるいは課題には、教科書やプリントの他、参考図書も活用し、積極的に取り組むこと。 

・妊産婦のアセスメントに必要な知識と技術を段階的に学習できるよう、講義のほかに演習と課題（事例の看護過程の

展開）を取り入れ、順次進めていく。 
・■：実務経験に基づく内容を示す。 

  



267 
 

 
看 104 母性看護学方法論Ⅱ（茂木佐智子）. 

科目名 
母性看護学方法論Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・母性看護

学） 

科目 

ナンバリング 
NRS251 

英文名 Women's Health Nursing; Assessment and SkillsⅡ 講義形態 講義 
担当教員 茂木佐智子・新井基子 
科目に関連した 
実務経験 助産師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

出産後の母子とその家族を理解するために、正常な産褥経過と新生児の経過、および正常から逸脱し

た状態について学習する。また、正常な経過をたどっている褥婦と新生児の健康状態を維持・促進する

ための看護、並びに、正常からの逸脱を早期に発見し適切に対処するための看護を学習する。 

到達目標 

1. 産褥の身体的変化を理解する。 

2. 褥婦と家族の心理・社会的特徴を理解する。 

3. 産褥経過をアセスメントする方法を理解する。 

4. 褥婦の日常生活とセルフケアを支えるための看護を理解する。■ 

5. 母乳育児の意義と授乳に関するセルフケアへの支援を理解する。 

6. 褥婦とその家族が新しい役割を調整していくための支援を理解する。■ 

7. 産褥期に起こる正常からの逸脱時の看護について理解する。■ 

8. 新生児の生理的特徴を理解する。 

9. 新生児をアセスメントする方法を理解する。 

10.新生児の看護を理解する。■ 

11.新生児に起こる正常からの逸脱時の看護について理解する。■ 
12.褥婦と新生児のアセスメントや看護に必要な知識や技術の目的・方法・留意点を理解する。 

評価方法 
定期試験 50％、レポート 30％、リアクションペーパー（小レポート）提出による出席確認とその内容 20％

によって総合的に評価する。 

使用教材 

①「アセスメントスキルを修得し質の高い周産期ケアを追求する 母性看護学Ⅱ 周産期各論」有森直子

編，医歯薬出版，2015．（4200 円+税） ISBN978-4-263-23669-7 

②「ナーシング・グラフィカ 母性看護学（3）母性看護技術第 4版」荒木奈緒他編，メディカ出版，（2600円

+税） ISBN978-4-8404-6519-9 

③「看護診断ハンドブック 第 11 版」リンダ J.カルペニート著；黒江ゆり子監訳，医学書院，2018.（3800 円

+税） ISBN978-4-260-03451-7 

・プリントを配布する。  

参考文献 
①「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 母性看護学２ 母性看護学各論」森恵美他（医学書院）  
②「ナーシング・グラフィカ 母性看護学②母性看護の実践」小林康江他編（メディカ出版） 

課題に対する 
フィードバック 

リアクションペーパー（小レポート）にコメントを付けて返却する。 
また、次回の講義において質問等の記述内容を選択し、補足説明を行う。 
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オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日・水曜日の 4 限、質問や意見はメ

ールでも受け付ける。 
メールアドレス 
（＃→＠） motegi-s#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 科目ガイダンス、産褥の経過  

該当到達目標 予習 
シラバスを読み、講義の目標と内容を確認する。 

教科書①第 3 章第 1 節を読み、学習することを確認する。 
0.5 時間 

1,2 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、産褥の身体的変化、褥婦と家族

の心理・社会的特徴を理解する。 0.5 時間 

2 

講義内容 産褥経過のアセスメント  
該当到達目標 予習 教科書①第 3 章第 2 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

3 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、産褥経過をアセスメントする方法

を理解する。 0.5 時間 

3 

講義内容 新生児の生理 
該当到達目標 予習 教科書①第 4 章第 1 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

8 復習 教科書①とプリントを読み返し、疑問点を調べ、新生児の生理的特徴を理解す

る。 0.5 時間 

4 

講義内容 新生児のアセスメント 
該当到達目標 予習 教科書①第 4 章第 2 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

9 復習 教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、新生児をアセスメントする方法を

理解する。 0.5 時間 

5 
講義内容 新生児の看護 ■  
該当到達目標 予習 教科書①第 4 章第 3 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

10 復習 教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、.新生児の看護を理解する。 0.5 時間 

6 

講義内容 褥婦の看護①日常生活とセルフケアを支える、役割調整 ■  
該当到達目標 予習 教科書①第 3 章第 3 節 A・C・D を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

4,6  復習 
教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、褥婦の日常生活とセルフケアを

支えるための支援、褥婦とその家族が新しい役割を調整していくための支援を理

解する。 
0.5 時間 

7 

講義内容 褥婦の看護②母乳育児  
該当到達目標 予習 教科書①第 3 章第 3 節 B を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

5 復習 教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、母乳育児の意義と支援を理解す

る。 0.5 時間 

8 
講義内容 褥婦の看護③母乳育児  
該当到達目標 予習 教科書①第 3 章第 3 節 B を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

5 復習 教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、母乳育児の支援を理解する。 0.5 時間 

9 

講義内容 産褥期の異常  
該当到達目標 予習 教科書①第 3 章第 4・5 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

7 復習 教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、産褥期に起こる正常からの逸脱

時の看護について理解する。 0.5 時間 

10 

講義内容 新生児期の異常  
該当到達目標 予習 教科書①第 4 章第 4 節を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

11 復習 教科書①とプリントを読み返し、.疑問点を調べ、新生児に起こる正常からの逸脱

時の看護について理解する。 0.5 時間 

11 

講義内容 褥婦の看護過程の展開   

該当到達目標 予習 事例の看護過程（アセスメント、ヘルスプロモーション型看護診断、関連図、看護

計画の立案）に取り組む。 0.5 時間 

3,4,5,6,9 復習 事例の看護過程の展開を自己評価し、課題を見出す。 0.5 時間 

12 講義内容 褥婦と新生児のアセスメントや看護に必要な知識と技術① 
該当到達目標 予習 教科書①②の演習箇所と事前配布資料を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 
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12 復習 
教科書①②の演習箇所とプリントや資料を活用して演習後レポートを作成し、褥

婦と新生児のアセスメントや看護に必要な知識と技術の目的・方法・留意点を理

解する。 
0.5 時間 

13 

講義内容 褥婦と新生児のアセスメントや看護に必要な知識と技術② 
該当到達目標 予習 教科書①②の演習箇所と事前配布資料を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

12 復習 
教科書①②の演習箇所とプリントや資料を活用して演習後レポートを作成し、褥

婦と新生児のアセスメントや看護に必要な知識と技術の目的・方法・留意点を理

解する。 
0.5 時間 

14 

講義内容 褥婦と新生児のアセスメンや看護トに必要な知識と技術③ 
該当到達目標 予習 教科書①②の演習箇所と事前配布資料を読み、学習することを確認する。 0.5 時間 

12 復習 
教科書①②の演習箇所とプリントや資料を活用して演習後レポートを作成し、褥

婦と新生児のアセスメントや看護に必要な知識と技術の目的・方法・留意点を理

解する。 
0.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 第 1～14 回までの教科書やプリントを読み、これまでの学習内容を確認する。 0.5 時間 

1～12 復習 産褥経過・新生児の経過と看護に関する学習内容を統合する。 0.5 時間 
合計時間（予習・復習） 15 時間 

備考 

・母性看護学の対象は、妊産褥婦とその子ども、将来子どもを産み育てる女性、および過去においてその役目を果たし

た女性のみならず、リプロダクティブヘルス・ライツという観点から、女性と生殖や育児のパートナーとしての男性、子ど

もが生まれ乳児を育てる家族、その家族が生活する地域社会も含む。このうち、妊産褥婦とその子どもは脆弱性が高

く、保護的な支援や健康状態の維持・促進に向け家族を含めた看護が必要不可欠である。そこで、この科目は褥婦と新

生児とその家族に焦点をあてる。             

・予習や復習、あるいは課題には、教科書やプリントの他、参考図書も活用し、積極的に取り組むこと。 

・褥婦と新生児のアセスメントに必要な知識と技術を段階的に学習できるよう、講義のほかに演習と課題（事例の看護過

程の展開）を取り入れ、順次進めていく。 
・■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 105 母性看護学実習（茂木佐智子）. 

科目名 母性看護学実習（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・母性看護学） 科目 

ナンバリング 
NRS350 

英文名 Women's Health Nursing Practicum 講義形態 実習 
担当教員 茂木佐智子・新井基子・川﨑綾子 
科目に関連した 
実務経験 助産師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

実習は、講義や演習で学んだ理論や原理・原則を確認し、看護実践に必要な知識・技術及び態度の習得

を目指す授業である。この授業では、母性看護学概論・母性看護学方法論において学習した内容を統合

し、妊娠・分娩・産褥期および新生児期にある対象とその家族の理解、及び健康課題、健康増進に向け

た看護の実際を学ぶ。 

到達目標 

1．産褥期および新生児期にある対象の健康状態をアセスメントし、総合的に理解する。■ 

2．産褥期および新生児期にある対象の健康課題、健康増進に向けた看護計画を立案・実施・評価する。

■ 

3. 子育て世代包括ケアシステムにおける母性看護の機能と役割を理解する。 

4. 看護学生としての責務を果たす。 
評価方法 実習目標に基づく評価基準による。詳細は母性看護学実習要項Ⅶ．評価の項「評価表」に示す。 

使用教材 

・母性看護学実習要項 

・母性看護学概論、母性看護学方法論Ⅰ・Ⅱのプリント 

・「アセスメントスキルを修得し質の高い周産期ケアを追求する 母性看護学Ⅱ 周産期各論」有森直子

編，医歯薬出版，2015．（4200 円+税） ISBN978-4-263-23669-7 

・「ナーシング・グラフィカ 母性看護学（3）母性看護技術第 4 版」荒木奈緒他編，メディカ出版，（2600 円+

税） ISBN978-4-8404-6519-9 

・「看護診断ハンドブック 第 11 版」リンダ J.カルペニート著；黒江ゆり子監訳，医学書院，2018.（3800 円+

税） ISBN978-4-260-03451-7  
参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

実習期間中に提出された記録は、担当教員から随時コメントし返却する。 
実習終了時に提出された記録物は、コメントを付して返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

水曜日の 4 限、質問や意見はメールでも

受け付ける。 
メールアドレス 
（＃→＠） motegi-s#takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

【実習期間】2 週間 

【母性看護学実習施設】産科婦人科出張舘 佐藤病院 

               医療法人あかつき あかつきウィメンズクリニック 

               医療法人星陽会 いしもとレディスクリニック 

               多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 

【実習方法】 

①受け持ちケース実習＜1 週間＞■ 
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  正常に経過している褥婦と新生児を受け持ち、健康課題、健康増進に向けた看護を実施する。（到達

目標 1,2,3,4）  
②機能別実習＜1 週間＞■ 

新生児室において、新生児に対する基本的看護を実施する。(到達目標 1,2,3,4） 
産婦人科外来・分娩室において、妊産婦に対する看護活動を見学する。 (到達目標 1,3,4） 

※詳細は、母性看護学実習要項参照 

予習 母性看護学概論、母性看護学方法論Ⅰ・Ⅱにおいて学習した知識と技術の確認。 

実習オリエンテーションで配布したプリントの確認。 
 時間 

復習 
実習場で体験したことを実習目標と照らし合わせて学習到達度を自己評価し、課

題を明確にして翌日の実習に臨む。 
看護の実施や考察に必要な知識の補完。 

 時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

・受け持ちケース実習は、2～3 名の学生で母子 1 組を受け持つ。 

実習目標達成に向けて、互いに協力し合いながら行動すること。 

看護過程の展開の記録は所定の記録用紙に各自で記録していくが、個別学習をもとに協力し合いながら看護計画を

立案し実施する。 

・■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 106 精神看護学概論 （高田絵理子）. 

科目名 精神看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・精神看護学） 科目 

ナンバリング 
NRS160 

英文名 Introduction to Psychiatric and Mental Health Nursing 講義形態 講義 
担当教員 高田絵理子 
科目に関連した 
実務経験 担当教員は総合病院や精神科病院での看護師としての勤務経験を有する。 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

心の健康を保持・増進するために果たすべき看護の役割について学習する。 

精神保健福祉制度を理解し、精神障害者の支援について学習する。 

授業は教科書と教員作成の資料およびパワーポイントによる説明を行う。  

到達目標 

1.精神看護学の基本的な考え方を理解できる。 ■ 

2.精神の健康と障害を理解できる。■  

3.人間の心のはたらきを理解できる。  

4.精神障がいの治療の歴史及び法制度を理解できる。  
評価方法 筆記試験 70％、レポート 20％、授業参加度 10％で算出し、60 点以上を合格とする。 

使用教材 教科書：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護の基礎 精神看護学[１]  

配布資料  授業に関連した DVD 
参考文献 厚生労働省ホームページ「心の健康」 
課題に対する 
フィードバック 

・レポートはコメントを付して返却する。 

・出席カードに書かれた質問に対しては次の授業時に返答する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

木曜日 14：00~16：00 
（4 号館 505 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） takada-e#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 講義ガイダンス、現代社会とメンタルヘルス 
該当到達目標 予習   時間 

3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

2 

講義内容 精神看護学で学ぶこと１ 

該当到達目標 予習 教科書の第１章 A「心のケア」と現代社会～B 精神看護学とその課題に目を通

す。 
0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

3 

講義内容 精神看護学で学ぶこと２ 

該当到達目標 予習 教科書の第 1 章 C 精神障害の体験と精神看護～D 精神看護学で何を学ぶのか

に目を通す。 
0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

4 
講義内容 精神保健の考え方１ 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 章 A 精神の健康とは～B に目を通す。 0.3 時間 
2.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

5 

講義内容 精神保健の考え方２ ■ 

該当到達目標 予習 教科書の第２章 C ストレスと健康の危機～D 心的外傷が精神の健康に及ぼす影

響に目を通す。 0.3 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 
6 講義内容 人間の心のはたらきとパーソナリティ１ 
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該当到達目標 予習 教科書の第３章 A 人間の心の諸活動に目を通す。 0.3 時間 
3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

7 
講義内容 人間の心のはたらきとパーソナリティ２ 

該当到達目標 予習 教科書の第３章B心のしくみと人格の発達の中の「自我と防衛機制」に目を通す。 0.3 時間 
3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

8 
講義内容 人間の心のはたらきとパーソナリティ３  

該当到達目標 予習 教科書の第３章 B 心のしくみと人格の発達全体目を通す。 0.3 時間 
3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

9 
講義内容 関係のなかの人間１ ■ 

該当到達目標 予習 教科書の第4章A全体としての家族に目を通す。  0.3 時間 
3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

10 
講義内容 関係のなかの人間２ 
該当到達目標 予習 教科書の第 4 章 B 人間と集団に目を通す。 0.3 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

11 

講義内容 社会のなかの精神障害１ ■ 

該当到達目標 予習 教科書の第 7 章 A 精神障害と治療の歴史～B 日本における精神医学・精神医療

の流れに目を通す。 
0.3 時間 

3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

12 
講義内容 社会のなかの精神障害２ ■ 
該当到達目標 予習 教科書の第 7 章 C 精神障害と文化～E 精神障害と法制度に目を通す。 0.3 時間 

2.4 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

13 

講義内容 DVD「ビューティフル・マインド」 
該当到達目標 予習 講義の第１１回と１２回を十分復習しておく。  時間 

2.4 復習 今まで講義で学んだことを基本として、DVD 鑑賞後のレポートを課すため、レ

ポートをまとめる十分な時間を確保する。 0.8 時間 

14 

講義内容 DVD「ビューティフル・マインド」 
該当到達目標 予習 講義の第１１回と１２回を十分復習しておく。  時間 

2.3.4 復習 今まで講義で学んだことを基本として、DVD 鑑賞後のレポートを課すため、レ

ポートをまとめる十分な時間を確保する。 0.8 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 今までの講義を振り返る。 0.3 時間 

2.3.4 復習 筆記試験のため第２~１２回の重要なキーワードと内容を復習する。 0.8 時間 
合計時間（予習・復習） 12 時間 

備考 

・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

・養護教諭一種資格取得を希望する場合、卒業要件選択科目となっているため、履修する必要がある。 

・メールで質問をする際は、氏名、学籍番号を必ず記載すること。 

・■：実務経験を示す。 
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看 107 精神看護学方法論Ⅰ（高田絵理子）. 

科目名 
精神看護学方法論Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・精神看護

学） 

科目 

ナンバリング 
NRS260 

英文名 Psychiatric and Mental Health Nursing: Assessment and Skills Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 高田絵理子  
科目に関連した 
実務経験 担当教員は総合病院や精神科病院で看護師としての勤務経験を有する。 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

精神看護学の専門的な知識・技術について学ぶ。 
授業は教科書と教員作成の資料およびパワーポイントによる説明を行う。 

到達目標 

1. ケアの原則・方法やケアをする上での関係を理解できる。 ■ 

2. 精神科における看護の役割を理解できる。■  

3. 地域で生活するための原則や法制度および地域での看護の実際を理解できる。  

4． 精神科以外での精神看護を理解できる。■ 

評価方法 筆記試験 70％、レポート 20％、授業参加度 10％で算出し、60 点以上を合格とする。 

使用教材 
教科書：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護の基礎 精神看護学[１]  

教科書：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護の展開 精神看護学[２]  

配布資料  授業に関連した DVD 

参考文献 
宮本真巳著 看護場面の再構成 日本看護協会出版会 
川野雅資著 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 中央法規出版 
白石壽美子著 全人的視点にもとづく精神看護過程 医歯薬出版株式会社 

課題に対する 
フィードバック 

・レポートはコメントを付して返却する。 

・出席カードに書かれた質問に対しては次の授業時に返答する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

木曜日 14：00~16：00 
（4 号館 505 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） takada-e#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 講義ガイダンス、ケアの人間関係１■ 
該当到達目標 予習   時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

2 
講義内容 ケアの人間関係２■ 
該当到達目標 予習 教科書第８章 D 関係をアセスメントするに目を通す。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

3 

講義内容 ケアの人間関係３■ 

該当到達目標 予習 教科書第８章 E 患者看護師関係における感情体験～G 医療の場のダイナミク

スに目を通す。 
0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

4 
講義内容 回復を助ける１■ 

該当到達目標 予習 教科書第９章 A 回復の意味に目を通す。 0.3 時間 
1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

5 講義内容 回復を助ける２■ 
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該当到達目標 予習 教科書第９章 B 入院治療の目的と意味に目を通す。 0.3 時間 
1.2.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

6 
講義内容 回復を助ける３■ 
該当到達目標 予習 教科書第９章 C 治療的環境をつくるに目を通す。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

7 
講義内容 安全をまもる１■ 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章 A リスクマネジメント～B 緊急事態に対処するに目を通す 0.3 時間 

2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する 0.5 時間 

8 
講義内容 安全をまもる１■ 
該当到達目標 予習 教科書第１０章 C 院内を中心とした災害時のケアに目を通す 0.3 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

9 

講義内容 身体をケアする１■  

該当到達目標 予習 
教科書第11章A精神科の治療と身体のケア～C精神科の治療と身体ケアに目を

通す。  
0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

10 

講義内容 身体をケアする２■ 

該当到達目標 予習 教科書第 11 章 D 日常から気をつけておきたい身体合併症～G 身体の問題へ

のグループアプローチに目を通す。 
0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

11 

講義内容 地域における精神保健と精神看護１ 

該当到達目標 予習 教科書第１３章 A 精神障害をもちながら地域で暮らす人を支える～C 生活を支

えるための社会資源に目を通す。 
0.3 時間 

3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

12 
講義内容 地域における精神保健と精神看護２ 
該当到達目標 予習 教科書第１３章 D 地域での看護の実際に目を通す。 0.3 時間 

2.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

13 
講義内容 地域における精神保健と精神看護３ 
該当到達目標 予習 教科書第１３章 E 学校における精神保健と精神看護に目を通す。 0.3 時間 

1.4 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

14 
講義内容 地域における精神保健と精神看護４ 
該当到達目標 予習 教科書第１３章 F 職場における精神保健と精神看護に目を通す。 0.3 時間 

1.4 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

15 

講義内容 リエゾン精神看護 まとめ 

該当到達目標 予習 教科書第１４章リエゾン精神看護に目を通す。 
今までの講義を振り返る 0.3 時間 

2.4 復習 筆記試験のため第２~１５回の重要なキーワードと内容を復習する。 0.8 時間 
合計時間（予習・復習） 12 時間 

備考 

・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

・養護教諭一種資格取得を希望する場合、卒業要件選択科目となっているため、履修する必要がある。 

・メールで質問をする際は、氏名、学籍番号を必ず記載すること。 
・■：実務経験を示す。  
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看 108 精神看護学方法論Ⅱ（高田絵理子）. 

科目名 
精神看護学方法論Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・精神看護

学） 

科目 

ナンバリング 
NRS261  

英文名 Psychiatric and Mental Health Nursing: Assessment and Skills Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 高田絵理子 中川京美 田沼佳代子 
科目に関連した 
実務経験 担当教員は、大学病院、総合病院、精神科病院での看護師としての勤務経験を有する。 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

精神看護学の専門的な知識・技術について学ぶ。 
授業は教科書と教員作成の資料およびパワーポイントによる説明を行う。 

到達目標 
1. 精神に特徴的な疾患や症状に応じた看護方法を理解できる。■  

2. 精神看護学で看護過程を展開する方法を理解できる。 ■ 

3. .精神に障害のある方の理解を深める。  
評価方法 筆記試験 50％、レポート 40％、授業参加度 10％で算出し、60 点以上を合格とする。 

使用教材 
教科書：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護の基礎 精神看護学[１]  

教科書：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護の展開 精神看護学[２]  

配布資料  授業に関連した DVD 

参考文献 
宮本真巳著 看護場面の再構成 日本看護協会出版会 
川野雅資著 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 中央法規出版 
白石壽美子著 全人的視点にもとづく精神看護過程 医歯薬出版株式会社 

課題に対する 
フィードバック 

・レポートはコメントを付して返却する。 

・出席カードに書かれた質問に対しては次の授業時に返答する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日 14 時 30 分～16 時 
・高田絵理子：4 号館 505 研究室 
・中川京美：5 号館 201 研究室 
・田沼佳代子：5 号館 201 研究室 

メールアドレス 
（＃→＠） 

・高田絵理子 
takada-e#takasaki-u.ac.jp 

・中川京美 
nakagawa-k#takasaki-u ac.jp 
・田沼佳代子 
tanuma#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 講義ガイダンス、精神科における人権と安全 
該当到達目標 予習 精神看護学概論、精神看護学方法論Ⅱの重要な事項をまとめておく。  時間 

3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

2 
講義内容 統合失調症の看護（急性期、回復期）■ 
該当到達目標 予習 教科書５章統合失調症に目を通す。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

3 
講義内容 統合失調症の看護（慢性期、社会復帰期）■ 
該当到達目標 予習 教科書５章統合失調症に目を通す。 0.3 時間 

1 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

4 
講義内容 うつ病・躁うつ病の看護■ 

該当到達目標 予習 教科書５章気分障害に目を通す。 0.3 時間 
1 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 
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5 

講義内容 摂食障害、アディクションの看護■ 

該当到達目標 予習 教科書５章摂食障害、アルコール症～精神物質使用による行動異常に目を通

す。 
0.3 時間 

1 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

6 
講義内容 パーソナリティ障害、神経症の看護■ 
該当到達目標 予習 教科書５章パーソナリティ障害、神経症性障害に目を通す。 0.3 時間 

1 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

7 
講義内容 精神障害者に対する地域包括支援について 
該当到達目標 予習 教科書１３章地域における精神保健に目を通す。 0.3 時間 

1.3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

8 
講義内容 アセスメントの視点、看護過程の展開■ 
該当到達目標 予習 ゴードンの１１機能的健康パターン分類について予習してくる。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習する。 0.5 時間 

9 

講義内容 事例展開１－①グループワーク 

該当到達目標 予習 統合失調症失調症の急性期・回復期の看護について予習してくる。 0.3 時間 

1.2 復習 
配布された事例についてゴードンの１１機能的健康パターン分類にそって情報

を整理し、アセスメントをし、看護計画の立案をする。 
0.5 時間 

10 

講義内容 事例展開１－②グループワーク 
該当到達目標 予習 統合失調症失調症の急性期・回復期の看護について予習してくる。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された事例についてゴードンの１１機能的健康パターン分類にそって情報

を整理し、アセスメントをし、看護計画の立案をする。 0.5 時間 

11 
講義内容 グループワークの発表 
該当到達目標 予習 発表内容のまとめ、役割・担当を確認する。 0.3 時間 

1.2 復習 他のグループの発表内容や質問された内容を振り返り、まとめておく。 0.5 時間 

12 

講義内容 事例展開２－① 
該当到達目標 予習 うつ病の看護について予習してくる。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された事例についてゴードンの１１機能的健康パターン分類にそって情報

を整理し、アセスメントをし、看護計画の立案をする。 0.5 時間 

13 

講義内容 事例展開２－② 
該当到達目標 予習 うつ病の看護について予習してくる。 0.3 時間 

1.2 復習 配布された事例についてゴードンの１１機能的健康パターン分類にそって情報

を整理し、アセスメントをし、看護計画の立案をする。 0.5 時間 

14 
講義内容 グループ・ワーク・発表 
該当到達目標 予習 発表内容のまとめ、役割・担当を確認する。 0.3 時間 

1.2 復習 他のグループの発表内容や質問された内容を振り返り、まとめておく。 0.5 時間 

15 

講義内容 リエゾン精神看護 

該当到達目標 予習 教科書第１４章リエゾン精神看護に目を通す。 
今までの講義を振り返る 0.3 時間 

1 復習 筆記試験のため第２~１５回の重要なキーワードと内容を復習する。 0.8 時間 
合計時間（予習・復習） 12 時間 

備考 
・ 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

・ メールで質問をする際は、氏名、学籍番号を必ず記載すること。 
・ ■：実務経験を示す。 
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看 109 精神看護学実習（高田絵理子）. 

科目名 精神看護学実習（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・精神看護学） 科目 
ナンバリング NRS360 

英文名 Psychiatric and Mental Health Nursing: Practicum 講義形態 実習 
担当教員 高田絵理子・中川京美・田沼佳代子 
科目に関連した 
実務経験 ・担当教員は、大学病院や精神科病院での看護師としての勤務経験を有する。 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 1.人間理解と倫理観   4.国際理解 
✓ 2.論理的思考力・問題解決力   5.生涯学習力 
✓ 3.チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

精神に障害のある対象の特徴を理解し、その人のセルフケア能力を高める看護の実際を学ぶ。さらに、

地域で生活する対象の特徴を理解し、保健医療福祉職との連携と協働、支援方法について学ぶ。 

到達目標 

1．精神に障害のある対象を、身体的、心理的、社会的側面から統合的に理解する。■ 
2．精神に障害のある対象の個別性を考慮し、援助を実践する。■ 
3．精神に障害のある対象との関わりを通し、自分自身の傾向に気づくとともに、コミュニケーションスキル

を高める。■ 
4．地域精神保健福祉活動の現状や保健医療福祉職の連携について理解する。 

評価方法 
・実習目標を評価基準として、実習、学内実習、カンファレンスの参加度、記録物、レポートの 
記載内容、面接および実習参加態度により、統合的に評価する。 
・総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 

1．武井麻子他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護学〔1〕精神看護学の基礎 医学書院 
2．武井麻子他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護学〔2〕精神看護学の展開 医学書院 
3．学科作成の精神看護学実習要項 
4．その他、精神看護学概論、精神看護学方法論Ⅰ、精神看護学方法論Ⅱで配布した授業資料も活用 

する。 
参考文献 白石壽美子著, 武居奈保子編,全人的視点に基づく精神看護過程 医歯薬出版 
課題に対する 
フィードバック 

実習の事前学習および実習期間内に提出した記録物については、授業担当者からのコメントを付して 

返却する。習熟度の向上に向け、追加修正された箇所についてもコメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日 14 時 30 分～16 時 
・高田絵理子：4 号館 505 研究室 
・中川京美：5 号館 201 研究室 
・田沼佳代子：5 号館 201 研究室 

メールアドレス 
（＃→＠） 

・高田絵理子 
takada-e#takasaki-u.ac.jp 

・中川京美 
nakagawa-k#takasaki-u ac.jp 
・田沼佳代子 
tanuma#takasaki-u.ac.jp 

講 義 内 容       

該 当 到 達 目 標

1.2.3.4 

1．実習期間および実習施設 

実習期間は 2 週間であり、精神科病院および社会福祉施設で実習を行う。 

2．実習内容 

1）病院実習では 1 人の対象を受け持ち、看護過程を展開するとともに、対象のセルフケア能力を高めら

れるような援助を実践する。■ 

2）社会福祉施設では、施設利用者とともに活動に参加し、地域で生活することの意義や支援のあり方を

探求する。    

3）学内実習では、学生が受け持っている 1 事例を用いてカンファレンスを行い、学びを深める。また、 

各自で病院実習や社会福祉施設実習で体験した内容を振り返り、精神看護の特徴、役割、機能に 

ついて理解を深めるとともに、自己の課題を明確にする。 ■ 

予習 ・精神に障害のある対象とその治療を理解するために、必要な知識について学習する。 
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・日々の実習においては学習行動計画用紙を活用し、翌日の学習目標および目標を達成する 
ための学習計画を立案して実習に臨む。 

・教員、実習指導者の助言に基づき、看護過程の展開や看護実践に必要な知識、技術について 
日々学習する。 

復習 

・学習行動計画用紙を活用して日々の実習を振り返り、目標の達成状況の自己評価を行う。 
・実習先で指導を受けたことをふまえ、受け持ち患者記録を記載し、追加修正を加える。 
・受け持ち患者に必要な援助および日常生活指導や退院指導を導き出し、準備を進める。 
・病院実習、社会福祉施設での学びについて、レポートを作成する。 
・精神看護学実習を通し、自己の課題を具体的に考察する。 
・指定の期日までに、上記レポートと実習記録を提出する。 

備考 

【授業の進め方】 

・病棟実習と学内実習において、個々の学生が主体的に学習できるよう個別にサポートする。 

・グループとして学びを共有できるよう指導する。 

・既習の知識や技術を活用しながら実習目標に向かうことができるよう、臨床指導者と協力体制を整え指導する。 

・看護者として求められる態度についても、協調性や責任感、倫理観など総合的に育成できるよう支援する。 

【その他】 

・受講するためには、臨地実習科目の履修登録が必要である。また、関連する科目(精神看護学概論、精神看護学 

方法論Ⅰ、精神看護学方法論Ⅱ)の履修が必要である。 

・本科目は、1 年時からの学習の積み重ねが重要であるため、精神看護学概論、精神看護学方法論Ⅰ、精神看護学 

方法論Ⅱを中心に十分に復習しておくこと。 

・必要な基礎的知識を備え実習に臨むことができるよう、事前演習などに出席すること。 

・実習科目の単位修得については、実習の規定に準じる。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 110 在宅看護学概論（小笠原映子）. 

科目名 在宅看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・在宅看護学） 科目 

ナンバリング 
NRS270 

英文名 Introduction to Home Care Nursing 講義形態 講義 

担当教員 小笠原映子  棚橋さつき 

科目に関連した 
実務経験 看護師、訪問看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

在宅看護の目的と特性を知り、在宅で生活する療養者とその家族に必要な看護を提供するための

基礎知識、および在宅療養者を支える社会資源やサポートシステムについて学ぶ。 

【授業期間全体を通じた授業の進め方】 

講義の回は、テーマについてパワーポイントにより概要を説明する。 

ミニテスト・Team-Based Learning の回は、最初に「個人テスト」としてミニテストを実施した後、「チームテ

スト」として再度ミニテストを行う。「チームテスト」は、グループワーク形式で課題に取り組みながら学ぶ

チーム基盤型学習（Team-Based Learning）にて実施する。 

到達目標 

1. 在宅看護の変遷や関連する制度について社会情勢などを踏まえながら説明できる。■ 

2. 在宅療養者や家族機能について説明できる。■ 

3. 継続看護の方法について説明できる。■ 

4. 在宅療養者を支える社会資源やサポートシステムについて説明できる。■ 

評価方法 定期試験（6 割以下の場合再試験）60％、ミニテスト 30％、授業参加度 10％ 

使用教材 
①ナーシンググラフィカ 在宅看護論① 地域療養を支えるケア メディカ出版 

②ナーシンググラフィカ 在宅看護論② 在宅療養を支える技術 メディカ出版 

③適宜、講義資料を配布する 

参考文献 退院支援・退院調整の実践事例，宇都宮宏子，日本看護協会出版 

課題に対する 
フィードバック 

・ミニテスト終了後、毎回解説する 

・グループワーク時に適宜、グループに合わせた指導を行う 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜 3 限 5 号館 403 研究室 メールアドレス 

（＃→＠） 
ogasawara＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンスおよび在宅看護の目的と特性①■ 

該当到達目標 予習 教科書①p.12～p.37 を読んでおくこと（講義） 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

2 
講義内容 在宅看護の目的と特性②（講義） 
該当到達目標 予習 教科書①p.42～p.50 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

3 
講義内容 訪問看護マナーと実際（講義） 

該当到達目標 予習 教科書②p.14～p.22 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

4 
講義内容 訪問看護制度の概要と訪問看護の役割（講義） 
該当到達目標 予習 教科書①p.198～p.203 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

5 講義内容 在宅看護の目的と特性③（ミニテスト・Team-Based Learning） 
該当到達目標 予習 教科書①p.42～p.50 を読んでおくこと 1.5 時間 
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1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

6 
講義内容 療養者・家族の特徴と意思決定支援①（講義）■ 

該当到達目標 予習 教科書①p.52～p.65 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

7 
講義内容 療養者・家族の特徴と意思決定支援②（ミニテスト・Team-Based Learning） 

該当到達目標 予習 教科書①p.52～p.65 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

8 
講義内容 在宅ケアに関わる諸制度①（講義） 
該当到達目標 予習 教科書①p.112～p.156 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

9 
講義内容 在宅ケアに関わる諸制度②（ミニテスト・Team-Based Learning） 
該当到達目標 予習 教科書①p.112～p.156 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

10 
講義内容 在宅ケアに関わる諸制度③（講義） 
該当到達目標 予習 教科書①p.112～p.156 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

11 
講義内容 在宅ケアに関わる諸制度④（ミニテスト・Team-Based Learning） 
該当到達目標 予習 教科書①p.112～p.156 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

12 
講義内容 在宅移行への継続看護①（講義）■ 
該当到達目標 予習 教科書①p.70～p.107 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

13 
講義内容 在宅移行への継続看護②（ミニテスト・Team-Based Learning） 
該当到達目標 予習 教科書①p.70～p.107 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

14 
講義内容 人生の最終段階における医療・ケアの実際（講義） 
該当到達目標 予習 教科書①p.247～p.248 を読んでおくこと。 1.5 時間 

1.2.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

15 
講義内容 在宅移行への継続看護③（ミニテスト・Team-Based Learning） 
該当到達目標 予習 教科書①p.70～p.107 を読んでおくこと 1.5 時間 

1.2.3.4 復習 次回授業内容にかかわるミニテストを実施するので復習しておくこと 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
※単位取得に必要な時間を満たしていない場合：記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たない

ため、各自で補完すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 111 在宅看護学方法論Ⅰ（田村直子）. 

科目名 
在宅看護学方法論Ⅰ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・在宅看護

学） 

科目 
ナンバリング NRS271 

英文名 Home Care Nursing : Assessment and Skills Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 田村直子 浅井直美 小笠原映子 

科目に関連した 
実務経験 

看護師として総合病院に勤務（経験）：田村 
非常勤訪問看護師として訪問看護ステーションに勤務（現在）：田村 
看護師として総合病院、訪問看護師として訪問看護ステーションに勤務（経験）：浅井 

看護師・訪問看護師として総合病院に勤務（経験）：小笠原  
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

様々な発達段階、健康段階、生活環境にある在宅療養者と家族が安心してその人らしく生活するための

看護支援方法、多職種連携、社会資源について学ぶ。 

・1～9 回目の講義は、テーマについて概要を説明する。 

・10～15 回目の講義は、グループワークの形式で進める。 

到達目標 

1． 在宅看護における対象別看護の特徴を理解できる。■ 
2． 在宅における看護課題を解決するための日常生活援助、多職種連携、社会資源の実際が理解

できる。■ 
3． 在宅療養を支える在宅看護過程について基本的な考え方と特徴を理解できる。■  

評価方法 定期試験 70％、課題レポート 20％（看護過程）、授業参加態度 10％ 

使用教材 

在宅看護学概論で使用した以下の教科書を引き続き使用する。 
① ナーシンググラフィカ在宅看護論① 地域療養を支えるケア メディカ出版 2019 年 定価 3,400 円 
② ナーシンググラフィカ在宅看護論② 在宅療養を支える技術 メディカ出版 2019 年 定価 2,800 円 
③適宜、講義資料を配布する 

参考文献 1） 河野あゆみ編集,強みと弱みからみた在宅看護過程＋総合的関連図, 医学書院.2018 年 
2） 生野逸子編著,関連図を理解する在宅看護過程第 2 版, メヂカルフンド社.2019 年 

課題に対する 
フィードバック 

・課題レポートにはコメントを入れて返却する。 

・グループワーク時に適宜、グループに合わせた指導を行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日 1・5限、授業開始前もしく

終了後に応じる。その他の時間はメー

ルで対応する。 

（4号館 504 研究室 田村） 

メールアドレス 
（＃→＠） tamura#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 在宅看護における安全と健康危機管理（リスクマネジメント） 
該当到達目標 予習 教科書①P194～205 教科書②p92～93・164～171 を事前に読む。 0.5 時間 

1,2 復習 リスクマネジメントにおける訪問看護師の役割を考察する。 1.0 時間 

2 
講義内容 対象の理解：小児への訪問看護■ 
該当到達目標 予習 教科書①P249～250 を事前に読む。 0.5 時間 

1,2 復習 小児を対象とした訪問看護師の役割、看護支援方法を理解する。 1.0 時間 

3 
講義内容 対象の理解：高齢者・認知症のある療養者への訪問看護■ 

該当到達目標 予習 教科書②P239～240、教科書②P176～186 を事前に読む。老年看護学で学

習した加齢に伴う身体機能変化や認知症症状を復習する。 0.5 時間 
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1,2 復習 高齢者や認知高齢者が抱える看護課題と看護支援方法を理解する。 1.0 時間 

4 

講義内容 対象の理解：難病療養者への訪問看護■ 

該当到達目標 予習 教科書②P191～197 を事前に読む。成人看護学や家族看護論、在宅看護学

概論で学習した難病患者の看護や社会資源について復習する。 0.5 時間 

1,2 復習 難病療養者が抱える看護課題と看護支援方法を理解する。 1.0 時間 

5 

講義内容 対象の理解：精神疾患の療養者と人生の最終段階にある療養者への訪問看護■ 

該当到達目標 予習 
教科書②P187～190,P198～201 を事前に読む。精神看護学で学習した地

域で暮らす方への看護支援、制度について復習する。 
他領域で学習した終末期看護（人生の最終段階の看護）について復習する。 

0.5 時間 

1,2 復習 精神疾患にある療養者と人生の最終段階にある療養者が抱える看護課題と

看護支援方法を理解する。 1.0 時間 

6 

講義内容 日常生活援助：環境調整、訪問リハビリテーション 

該当到達目標 予習 教科書②P33～44、P78～89 を事前に読む。介護保険制度や障害者総合支

援法による福祉用具貸与や購入の対象物品、住宅改修について復習する。 0.5 時間 

1,2 復習 在宅リハビリテーションの役割と多職種連携について要点を理解する。 1.0 時間 

7 
講義内容 日常生活援助：清潔ケア・排泄ケア 
該当到達目標 予習 教科書②P75～77 教科書②P66～71、127～134 を事前に読む。 0.5 時間 

1,2 復習 在宅看護における清潔ケアと排泄ケアの看護支援方法を理解する。 1.0 時間 

8 
講義内容 日常生活援助：食生活支援、服薬管理 
該当到達目標 予習 教科書②P56～62、P94～97 を事前に読む。 0.5 時間 

1,2 復習 在宅看護における服薬管理と食生活の看護支援方法を理解する。 1.0 時間 

9 

講義内容 在宅看護過程①講義－基本的な考え方― 
該当到達目標 予習 教科書①p95～109、教科書②P17～24 を事前に読む。 1.0 時間 

1,2,3 復習 教科書①P236～256 までの事例を読み、講義資料を踏まえながら在宅看護

過程の基本的な考え方と特徴を理解する。 1.0 時間 

10 
講義内容 在宅看護過程②講義－基本的な考え方・情報収集項目について― 
該当到達目標 予習 個人ワークの課題を提示する 1.0 時間 

1,2,3 復習 教科書①P236～256 までの事例を読み設問を検討する。 1.0 時間 

11 
講義内容 在宅看護過程③グループワーク■ 
該当到達目標 予習 個人ワークの課題を提示する。 1.0 時間 

1,2,3 復習 グループワークにより得た意見を参考に、個人ワークを加筆修正する。 1.0 時間 

12 
講義内容 在宅看護過程④グループワーク■ 
該当到達目標 予習 個人ワークの課題を提示する。 1.0 時間 

1,2,3 復習 グループワークにより得た意見を参考に、個人ワークを加筆修正する。 1.0 時間 

13 
講義内容 在宅看護過程⑤グループワーク■ 
該当到達目標 予習 個人ワークの課題を提示する。 1.0 時間 

1,2,3 復習 グループワークにより得た意見を参考に、個人ワークを加筆修正する。 1.0 時間 

14 
講義内容 在宅看護過程⑥発表 
該当到達目標 予習 自分達の発表内容について確認する。 1.0 時間 

1,2,3 復習 他グループの発表を参考にして加筆修正し、個人ワークを仕上げる。 1.0 時間 

15 
講義内容 在宅看護過程⑦発表■ 
該当到達目標 予習 自分達の発表内容について確認する。 1.0 時間 

1,2,3 復習 他グループの発表を参考にして加筆修正し、個人ワークを仕上げる。 1.0 時間 
合計時間（予習・復習） 26 時間 

備考 
1. 単位習得に必要な時間を満たしていない場合 

・記載した予習・復習時間では、単位習得に必要な時間に満たないため、各自補完すること。 

2．履修条件 
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・この科目は「在宅看護学概論」を履修していなければ受講できない。 

3．ルール 

・課題としてレポート提出を求めることがあるが、レポートは PC 使用、看護過程のレポートは手書きとする。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 112 在宅看護学方法論Ⅱ（浅井直美）.  

科目名 
在宅看護学方法論Ⅱ（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・在宅看護

学） 

科目 
ナンバリング NRS370 

英文名 Home Care Nursing : Assessment and Skills Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 浅井直美  田村直子  小笠原映子 

科目に関連した 
実務経験 

看護師として総合病院、訪問看護師として訪問看護ステーションに勤務（経験）：浅井 

看護師として総合病院に勤務（経験）：田村 

非常勤看護師として訪問看護ステーションに勤務（現在）：田村 

看護師・訪問看護師として総合病院に勤務（経験）：小笠原  
学年・開講期 3 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

在宅看護で特徴的な医療処置の基本的知識と看護技術を習得する。特に医療依存度が高い在宅療養

者とその家族に対する看護支援方法について学習する。 

到達目標 
1.在宅で特徴的な医療処置と看護技術の基本的知識を理解できる。 

2.在宅で特徴的な医療処置と看護技術を必要とする対象の看護支援方法を理解できる。■ 

3.訪問看護に必要なマナーと信頼関係構築の重要性について理解できる。■ 
評価方法 定期試験 80％、演習課題レポート 20％。 総合評価 60％以上を合格とする。 

使用教材 
テキスト①：ナーシンググラフィカ 在宅看護論① 地域療養を支えるケア メディカ出版  

テキスト②：ナーシンググラフィカ 在宅看護論② 在宅療養を支える技術 メディカ出版 

適宜講義資料を配布 
参考文献 在宅看護技術 正野逸子,本田彰子編 メジカルフレンド社 
課題に対する 
フィードバック 演習で学習するワークシートにコメントを記載し学生に返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 3 限 5 号館 402 研究室 メールアドレス 

（＃→＠） 浅井 asai-n#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 在宅における呼吸管理Ⅰ 気管カニューレ管理、在宅酸素療法 【講義】 

該当到達目標 予習 テキスト①p218-219、p223-224 テキスト②p62-65、p110-122 を事前に読

む。 1.5 時間 

1,2 復習 テキストおよび講義資料で、気管カニューレ管理、在宅酸素について復習す

る。 1.5 時間 

2 

講義内容 在宅における呼吸管理Ⅱ 人工呼吸療法 【講義】 
該当到達目標 予習 テキスト①p225-227  テキスト②p123-127 を事前に読む。 1.5 時間 

1,2 復習 テキストおよび講義資料で、気管カニューレ管理、在宅酸素について復習す

る。 1.5 時間 

3 

講義内容 在宅における呼吸管理 【演習】■ 

該当到達目標 予習 テキスト①p223-227 テキスト②pp110-127 を理解する。 
ワークシートに在宅における呼吸管理のポイントをまとめる。 1.5 時間 

1,2 復習 ワークシートに演習での学びを追記し、復習する。 1.5 時間 

4 

講義内容 在宅におけるストーマ管理、褥瘡管理 【講義】 

該当到達目標 予習 テキスト①p227-228、p232-233 テキスト②p131-134、p144-148 を事前に

読む。 1.5 時間 

1,2 復習 テキストおよび講義資料で、ストーマ管理、褥瘡管理について復習する。 1.5 時間 
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5 

講義内容 在宅におけるストーマ管理、褥瘡管理 【演習】■ 

該当到達目標 予習 
テキスト①p227-228、p232-233 テキスト②p131-134、p144-148 を理解す

る。 
ワークシートに在宅におけるストーマ管理、褥瘡管理のポイントをまとめる。 

1.5 時間 

1,2 復習 ワークシートに演習での学びを追記し、復習する。 1.5 時間 

6 

講義内容 在宅における栄養管理 在宅経管栄養、在宅中心静脈栄養 【講義】 
該当到達目標 予習 テキスト①p228-231 テキスト②p102-109 を事前に読む。 1.5 時間 

1,2 復習 テキストおよび講義資料で、在宅における栄養管理について復習する。  1.5 時間 

7 

講義内容 在宅における栄養管理 在宅経管栄養、在宅中心静脈栄養 【演習】■ 

該当到達目標 予習 テキスト①p228-231 テキスト②p102-109 を理解する。 
ワークシートに在宅における栄養管理のポイントをまとめる。 1.5 時間 

1,2 復習 ワークシートに演習での学びを追記し、復習する。 1.5 時間 

8 
講義内容 訪問看護に必要なマナー【講義・演習】■ 
該当到達目標 予習 テキスト①p36-39 テキスト②p14-17、p216-219 を事前に読む。 1.5 時間 

1,3 復習 テキストと講義資料で訪問看護に必要なマナーについて復習する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

１．単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

２．原則的に、同じ講義内容については、1限は講義、2限を演習とする。 

講義は、講義室で行う。 

演習については、実習室を使用し在宅看護で特徴的な看護技術について、ポイントを提示しながらグループ毎に演習

を行う。  

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 113 在宅看護学実習 （小笠原映子）. 

科目名 在宅看護学実習（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・在宅看護学） 科目 
ナンバリング NRS371 

英文名 Home Care Nursing: Practicum 講義形態 実習 
担当教員 小笠原映子  田村直子  浅井直美  棚橋さつき 
科目に関連した 
実務経験 看護師、訪問看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修・2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

在宅で療養する療養者と家族を総合的に理解し、生活の場における療養上のニーズを充足するた

めの看護の展開方法を学ぶ。また、在宅療養者とその家族を支援するための社会資源の活用方法

や在宅における多職種連携・協働の実際から、地域包括ケアシステムにおける看護職の役割を学

ぶ。 

到達目標 

1. 在宅看護の場や在宅療養者とその家族の多様な特性、望む生活を踏まえて、療養上のニーズ

および必要な支援を理解する。■ 
2. 生活の場であることを踏まえた在宅療養者の看護過程を展開する。■ 
3. 在宅療養者とその家族を支援するための社会資源の活用方法や在宅における多職種連携・協

働について理解する。■ 
4. 訪問看護ステーションの特徴と機能を理解し、地域包括ケアシステムにおける看護の役割と機

能について考察する。■ 
5. 初学者である看護学生として、責任ある態度で主体的に訪問看護ステーションでの実習に取り

組む。 

評価方法 実習記録、訪問看護計画、事前・事後レポートその他提出物、実習参加度、学習態度などによる総

合評価 
使用教材 学科作成の実習要項、及び領域で作成した在宅看護学実習要項 

参考文献 

①ナーシンググラフィカ 在宅看護論① 地域療養を支えるケア メディカ出版 
②ナーシンググラフィカ 在宅看護論② 在宅療養を支える技術 メディカ出版 
③強みと弱みからみた在宅看護過程 医学書院 

課題に対する 
フィードバック 実習記録、訪問看護計画等に関して随時指導、コメントを付して返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 金曜 2 限（前期・後期） メールアドレス 

（＃→＠） 

ogasawara＃takasaki-u.ac.jp 

tamura＃takasaki-u.ac.jp 

asai-n＃takasaki-u.ac.jp 

tanahashi＃takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

・上記の到達目標達成に向けて、2 週間の実習を行う。訪問看護ステーションでの臨地実習 7 日間（1 日

8 時間）、学内実習 3 日間とする。訪問看護ステーションでは療養者 1 名を受け持ち、実習中に 2 回以上

訪問看護に同行し看護過程を展開する。また、受け持ち以外の療養者への訪問看護に同行し、在宅看

護の多様性について学習する。 

・臨地・学内カンファレンスを実習 2週目に行う。カンファレンスでは実習目標に沿って学んだことを共有す

るとともに意見交換を行う。 

※実習内容の詳細は配属される実習先によって異なる。 
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予習 受け持ち療養者の疾病に関して事前学習すること。 

在宅療養を支える社会資源、実習施設に関する情報を整理しておくこと。 

期

間

中 
 

復習 実習を通して学んだことを実習目標に沿って振り返り、整理しておく。 

臨地・学内カンファレンスを通して、考察したことを実習レポートなどにまとめる。 

期

間

中 
 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

【実習期間全体を通じた実習の進め方】 

実習 1 週目：受け持ち療養者に関する看護過程の展開（アセスメント、計画立案）について指導する。 

実習 2 週目：受け持ち療養者に関する看護過程の展開（ケアの実施、評価）について指導する。 

実習目標に沿った学びの整理は、カンファレンス等のグループワークの形式で進める。 

 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 114 公衆衛生看護学概論（倉林しのぶ）. 

科目名 
公衆衛生看護学概論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・公衆衛生

看護学） 

科目 
ナンバリング NRS280  

英文名 Introduction to Public Health Nursing 講義形態 講義 
担当教員 倉林しのぶ・依田裕子 
科目に関連した 
実務経験 

保健師としての勤務経験： 県教育委員会・病院・事業所（倉林） 

県医務課及び保健所・こころの健康センター（依田） 
学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

公衆衛生看護学の全体像を把握するため、公衆衛生看護の歴史から見る健康課題の変遷と、公衆衛

生看護の役割及び活動の特徴を理解する。 

到達目標 
1. 社会環境や生活状況から生じる健康課題をとらえることができる。■ 

2. 公衆衛生看護活動の場と活動の概要を理解することができる。■ 

評価方法 定期試験 80%、レポート 10%、授業参加度 10%から総合的に評価する 

使用教材 標準保健師講座 公衆衛生看護学概論：医学書院 

講義のスライドを随時プリントして配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポートや質問については次の回に全体に向けて総評または回答・解説する。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日火曜日 11:00～13:00 メールアドレス 

（＃→＠） kura#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 公衆衛生看護の特徴■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 公衆衛生看護の特徴についてまとめる 1.5 時間 

2 
講義内容 公衆衛生看護のはじまり 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 公衆衛生及び公衆衛生看護のはじまりと歴史的背景についてまとめる 1.5 時間 

3 
講義内容 日本の公衆衛生看護の歴史 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 公衆衛生看護活動の変遷についてまとめる 1.5 時間 

4 
講義内容 社会環境の変化と健康課題■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む。配布した課題レビューを読む。 1.5 時間 

1,2 復習 社会環境の変化が及ぼす健康課題についてまとめる 1.5 時間 

5 
講義内容 ヘルスプロモーション■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 プライマリヘルスケア及び、ヘルスプロモーションについてまとめる 1.5 時間 

6 
講義内容 日本における健康づくり運動「健康日本 21」■ 

該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 
1,2 復習 健康日本２１についてまとめる 1.5 時間 



290 
 

7 
講義内容 第二次「健康日本２１」と「健康格差」■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 健康格差と社会的要因との関係性についてまとめる 1.5 時間 

8 
講義内容 公衆衛生看護活動の場と内容■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 保健師の活動の場と役割についてまとめる 1.5 時間 

9 
講義内容 保健行動と保健活動■ 

該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 
1,2 復習 行動変容へのアプローチについてまとめる 1.5 時間 

10 
講義内容 公衆衛生看護活動で用いられる技術①（地域診断・計画策定）■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 地域診断の目的と方法についてまとめる 1.5 時間 

11 
講義内容 公衆衛生看護活動で用いられる技術①（保健指導）■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 地域保健活動のツールについて概要をまとめる 1.5 時間 

12 
講義内容 保健医療福祉システムと法体系■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 保健医療福祉システムについてまとめる 1.5 時間 

13 
講義内容 産業保健■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 労働安全衛生法についてまとめる 1.5 時間 

14 
講義内容 学校保健 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 学校保健安全法についてまとめる 1.5 時間 

15 
講義内容 地域の健康づくりを推進するために■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読む 1.5 時間 

1,2 復習 地区組織活動と地域ケアシステムについてまとめる 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

１． 授業の進め方：テキスト中心に行うが補足的内容を含め教員が作成したパワーポイント及び資料を使い解説する。 

２． 単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること 

３．履修条件：公衆衛生学を修得していることが望ましい。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 115 公衆衛生看護方法論（倉林しのぶ）. 

科目名 
公衆衛生看護学方法論（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・公衆衛

生看護学） 

科目 
ナンバリング NRS281 

英文名 Public Health Nursing: Assessment and Skills 講義形態 講義 
担当教員 倉林 しのぶ 赤堀 八重子 

科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 都道府県教育委員会・病院・事業所（倉林）、市町村役場（赤堀） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修・2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域住民の健康生活を支援する公衆衛生看護活動全般と保健師の役割について学ぶ。保健所に

おける保健活動と市町村における保健活動の実際を学び、母子、成人、高齢者等のライフサイクル

別、また、健康課題に応じた個人と家族への支援、また集団を対象とした支援等、地域における保

健師活動の実際を学習する。 

到達目標 

1.地域における看護職としての保健師の機能と役割を理解する■ 

2.保健所および市町村保健師の機能と役割を理解する■ 

3.保健指導、家庭訪問、健康相談、健康教育、健康診査等の保健師業務と役割を学ぶ■ 

4.公衆衛生看護活動のなかでの連携、チームケアにおける保健師の役割を学ぶ■ 

評価方法 試験 80％、ミニテスト 10%、授業参加度・授業態度等 10％を総合して評価します 

使用教材 
最新保健師講座対象別公衆衛生看護活動 3 松田正巳著、医学書院（3,300 円＋税） 

国民衛生の動向，最新版，厚生労働統計協会，￥2500 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 個々の学生からの質問等については、講義前に全体に向けて再度解説します。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日・火曜日の１１:００～１３:００  

メールアドレス 
（＃→＠） kura#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 保健師業務１（保健指導とは・家庭訪問）■ 
該当到達目標 予習 テキストの内容に目を通す 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

2 
講義内容 保健師業務２（健康相談・健康教育・健康診査）■ 
該当到達目標 予習 テキストの内容に目を通す 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

3 
講義内容 母子保健活動（日本の現状と課題） 
該当到達目標 予習 テキスト「母子保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

4 
講義内容 母子保健活動と保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 テキスト「母子保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

5 
講義内容 成人保健活動（日本の現状と課題） 
該当到達目標 予習 テキスト「成人保健活動」を読んでおく 1.5 時間 
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1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

6 
講義内容 成人保健活動と保健師の役割■ 

該当到達目標 予習 テキスト「成人保健活動」を読んでおく 1.5 時間 
1,2,3,4 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

7 
講義内容 メタボリックシンドローム／特定健診・特定保健指導■ 
該当到達目標 予習 テキスト「成人保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

8 
講義内容 高齢者保健活動（日本の現状と課題） 
該当到達目標 予習 テキスト「高齢者保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

9 
講義内容 高齢者保健活動と保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 テキスト「高齢者保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

10 
講義内容 難病／障害者保健活動と保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 テキスト「精神・障害者（児）・難病保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

11 
講義内容 感染症保健活動と保健師の役割 
該当到達目標 予習 テキスト「感染症保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

12 
講義内容 災害保健活動・危機管理 
該当到達目標 予習 テキスト「健康危機管理」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

13 
講義内容 歯科保健活動と保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 テキスト「歯科保健活動」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

14 
講義内容 産業保健活動と保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 テキスト「産業保健」を読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 配布した講義資料の見直し 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 テキストを読んでおく 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 第１～１５回までの講義資料の見直し 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

１． 授業の進め方：テキスト中心に行うが補足的内容を含め教員が作成したパワーポイント及び資料を使い解説する。 

２． 単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること 

３．履修条件：公衆衛生看護学概論を修得していることが望ましい。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 116 地域ケアシステム実習（赤堀八重子）. 

科目名 
地域ケアシステム実習（看護専門科目群・専門分野Ⅱ・公衆衛

生看護学） 

科目 
ナンバリング NRS380 

英文名 Community Health  Care System Practicum 講義形態 実習 
担当教員 赤堀八重子 倉林しのぶ 武居明美 
科目に関連した 
実務経験 保健師・看護師の勤務経験：病院（倉林、赤堀、武居）、市町村役場・訪問看護ステーション（赤堀） 

学年・開講期 3 年 通年 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域社会で生活する高齢者とその家族のニーズを捉え、介護保険制度、および医療・介護・予防・住

まい・生活支援が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムについて理解する。また、さまざまな

健康レベルにある高齢者を総合的に支援するための地域包括支援センターをはじめとする行政の

役割や関係機関との連携について学ぶ。 
【実習期間全体を通じた実習の進め方】 
3 日間は地域包括支援センターおよび介護保険関連施設での実習となる。地域包括支援センター実

習では、介護支援専門員との同行訪問や会議への見学参加が中心となり、介護施設では利用者と

のコミュニケーションおよび介護支援の見学実習となる。1日は長寿センターでの実習となり、施設内

で行われる健康支援活動を参加見学する。最終日は、学内で報告会を行い、学びを共有する。 

到達目標 

1.地域で生活する高齢者の身体的・精神的・社会的特性をふまえた上で、あらゆる健康レベルにあ

る高齢者への社会的支援の方法について理解する。■ 
2.介護保険制度における介護給付・予防給付・地域支援事業の概要について理解する。■ 
3.地域包括ケアシステムにおける医療・介護・予防・住まい・生活支援について理解する。■ 
4.地域包括ケアシステムの切れ目ないサービス提供のための保健・医療・福祉の連携のあり方につ

いて理解する。■ 
5.地域包括支援センターにおける権利擁護事業と自立高齢者への支援の方法について理解する。

■ 
6.地域ケア会議を通じた地域の課題を把握する方法と行政との連携について理解する。■ 
7.地域で生活する高齢者を包括的に捉え、支援することへの重要性や価値を見出す。■  

評価方法 実習 70％（事前学習、実習態度、カンファレンス参加度、記録物など）、レポート 30％ 

使用教材 

最新保健師講座対象別公衆衛生看護活動 3 松田正巳著、医学書院（3,300 円＋税） 

国民衛生の動向、厚生労働統計協会編、厚生労働統計協会（2,500 円税込） 

その他介護保険に関するテキストおよび資料 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

記録に関しては、教員が内容を確認し、コメントを付して返却する。また、最終レポートに関しては教

員が内容を確認後、返却する。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜日・火曜日１１：００～１３：００ メールアドレス 

（＃→＠） kura#takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

1.実習施設：地域包括支援センターおよび介護保険関連施設、また、長寿センターを実習先とし、上

記の到達目標達成に向けて実習を行う。 
2．実習内容:上記施設における主に見学参加の実習となるが、介護支援専門員との同行訪問や、

介護施設や長寿センターの活動や利用者とのコミュニケーションを通して、専門職の役割だけでなく

他職種連携とともに、地域包括ケアシステムの全体像を理解する。実習最終日には、グループごと
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に実習内容や学びについての報告会（質疑応答を含む）を行い、各学生の学びを共有した上で本実

習における課題を明確にする。不足している知識については教員が補足する。■ 

予習 
地域包括ケアシステムおよびシステムにおける地域包括支援センターとそこに

所属する専門職の役割、介護保険制度についての事前学習 
実習先に関する予習、実習指導で準備した資料の確認 

 
期間

中適

宜 

復習 地域包括ケアシステムの全体像とそこに関わる職種の連携についての確認と

復習を行う 
 

期間

中適

宜 
合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

【学習上の助言および受講時の注意】 
●本科目は、公衆衛生看護における高齢者保健活動について理解していることが重要であるため、公衆衛生看護

概論、公衆衛生看護方法論を中心に十分復習をしておくこと。 
 
【履修条件】 
●履修承認基準を満たしていること（臨地実習科目の履修承認基準をすべて満たしていなければ受講できない）。 
 
■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 117 健康教育論（青柳千春）docx.  

科目名 健康教育論（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS290 

英文名 Health Education 講義形態 講義 
担当教員 青栁千春・赤堀八重子・池田優子 
科目に関連した 
実務経験 養護教諭として小・中学校に勤務（経験）  
学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 １単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

あらゆるライフステージの人々の健康の保持増進と疾病からの回復や QOL の向上を目指した健康教育

の意義を理解し、個別的・集団的健康教育の方法と実際を学ぶ 

到達目標 
1.健康教育の目指すものと目的を理解する 

2.健康教育の対象と方法を理解する ■ 

評価方法 試験 80%、提出物と授業への参加度及び態度 20% 
使用教材 配布資料を使用する 
参考文献 新しい健康教育～理論と事例から学ぶ健康増進への道～ 保健同人社 
課題に対する 
フィードバック 定期試験の後に、出題の意図を掲示によって示す 

オフィスアワー 
（研究室） 木曜日の 1 限・金曜日の 2 限 メールアドレス 

（＃→＠） aoyagi#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 健康教育の目指すもの 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解する 1.5 時間 

1 復習 健康教育の歴史、目的について理解する 1.5 時間 

2 

講義内容 健康教育の基礎知識（１）健康行動と健康教育 

該当到達目標 予習 配布された資料に目を通しておく 1.5 時間 

1，2 復習 
健康行動の分類，健康行動の変容に影響を与える要因，健康行動変容理論につ

いて理解する 
1.5 時間 

3 
講義内容 健康教育の基礎知識（２）健康教育の方法と媒体 

該当到達目標 予習 配布された資料に目を通しておく 1.5 時間 
1，2 復習 健康教育の立案及び評価，方法と媒体について理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 病院における健康教育の実際 

該当到達目標 予習 配布された資料に目を通しておく 1.5 時間 
1，2 復習 病院における患者教育の特徴やその実際を理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 地域における健康教育の実際 

該当到達目標 予習 配布された資料に目を通しておく 1.5 時間 
1，2 復習 地域における健康教育の特徴やその実際を理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 職場における健康教育の実際 

該当到達目標 予習 配布された資料に目を通しておく 1.5 時間 
1，2 復習 職場における健康教育の特徴やその実際を理解する 1.5 時間 

7 講義内容 学校における健康教育の実際 ■ 
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該当到達目標 予習 配布された資料に目を通しておく 1.5 時間 
1，2 復習 学校における健康教育の特徴や実際を理解する 1.5 時間 

8 
講義内容 スマートライフプロジェクトの推進に向けた健康教育の立案 ■ 

該当到達目標 予習 高校生を対象とした健康教育を計画する 1.5 時間 
1，2 復習 協議を受け，計画案を修正する 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

・単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自補完すること。 

・授業は教員の作成するプリントを使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の提示や DVD による実践の様

子の提示をしていく。第 8 回はグループワークを行う。 

■：実務経験に基づく内容を示す  
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看 118 ケアネットワーク論（棚橋さつき）.  

科目名 ケアネットワーク論（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS490 

英文名 Ｃare  Network 講義形態 講義 
担当教員 棚橋さつき 
科目に関連した 
実務経験 

看護師、訪問看護師として総合病院、訪問看護ステーションに勤務（経験） 

医療介護連携相談センターに看護師として勤務（経験） 
学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

・看護活動におけるネットワークの意義を理解し、地域の様々な健康課題に対する効果的援助を進

めるために、関係者・施設間の連携とネットワーキングの実際と看護職の役割を学ぶ。 
・同じテーマについては講義、演習とする。講義の回は、テーマについてパワーポイントにより概要を説

明、教員が作成する資料にて行う。演習については、ポイントを提示しながらグループ毎に行う。 

到達目標 

1. 多職種とその役割について理解できる。 
2. 地域におけるネツトワークと必要性について理解できる。■ 
3. 地域包括ケアシステムについて理解できる。■ 
4. 地域ケアを進めていくための必要なサービスと職種との連携について理解できる。■ 

評価方法 グループワークでの課題 20％、レポート 80％ 
使用教材 関連する資料を随時プリントして配布する。 
参考文献 地域包括ケアシステム 高橋紘士 オーム社 
課題に対する 
フィードバック 

グループワークを取り入れながら、随時学生に質疑応答をしながら学生と内容を検討しフィードバックす

る。 
オフィスアワー 
（研究室） 火曜 3 限（5 号館 409 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） tanahashi＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス / ケアネットワークについて 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解しておく。 1.5 時間 

2 復習 講義内容、到達目標、学授与方針、成績評価方法などを確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 地域における看護活動の理解 
該当到達目標 予習 最近の多職種連携に関する書籍、雑誌等を読んでおく。 1.5 時間 

1.2.4 復習 看護師と多職種連の役割の違い、連携について講義内容から復習しておく。 1.5 時間 

3 
講義内容 多職種との連携について ■ 
該当到達目標 予習 多職種について事前に書籍等で学習しておく。 1.5 時間 

1 復習 多職種についての役割の理解を深める。 1.5 時間 

4 
講義内容 地域におけるネットワーク① 
該当到達目標 予習 地域におけるネットワーク活動等について調べておく。 1.5 時間 

2.4 復習 地域活動について他学生と意見交換し学習を深める。 1.5 時間 

5 
講義内容 地域におけるネットワーク② 
該当到達目標 予習 地域におけるネットワーク活動等について調べておく。 1.5 時間 

2.4 復習 地域活動について他学生と意見交換し学習を深める。 1.5 時間 

6 
講義内容 地域包括ケアシステムについて ■ 
該当到達目標 予習 図書館等にある書籍等で事前に用語の学習をしておく。 1.5 時間 

2.3 復習 参考資料を熟読する。 1.5 時間 
7 講義内容 在宅医療・介護連携総合事業について ■ 
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該当到達目標 予習 在宅医療・介護総合事業について学習しておく。 1.5 時間 
2.3 復習 配布資料を熟読する。 1.5 時間 

8 
講義内容 ケアネットワーク構築について ■ 
該当到達目標 予習 今までの講義資料を熟読しておく。 1.5 時間 

1.2.3.4. 復習 地域におけるケアネットワークについて理解しておく。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

1. 単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
記録した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 119 家族看護学（石田順子）.  

科目名 家族看護論（看護専門科目群・統合分野） 科目 

ナンバリング 
NRS291 

英文名 Family Nursing 講義形態 講義 

担当教員 石田順子・茂木佐智子・櫻井美和・梅原里実・田村直子・高田絵里子 

科目に関連した 

実務経験 
看護師として大学附属病院に勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 

との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

家族をひとつのユニット、家族機能をひとつのシステムとして捉え、家族のライフサイクルの段階に

応じた発達課題、直面する危機や健康問題に対する支援のあり方を学ぶ。 

到達目標 

1.現代家族における家族の多様性を理解する。■ 

2.現代家族の課題を理解する。■ 

3.家族を対象とした支援の特徴を理解する。■ 

4.家族看護の役割について考えを述べる。 

評価方法 レポート 90％、授業参加度 10％により評価する。 

使用教材 
テキスト「系統看護学講座別巻 家族看護学」上別府圭子他（医学書院）ISBN978-4-260-03192-9  

講義資料を配布する。 

参考文献 その都度紹介する。 

課題に対する 

フィードバック 
レポートにはコメントを付けて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日 16:15～（405 研究室） メールアドレス 
（＃→＠） 

Jishida＃takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 ガイダンス  家族看護とは、家族看護の対象理解■   

該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義の目標と内容を確認する。 1 時間 

1,2 復習 テキストの第１章・第２章Ａ・Ｂを読み、学習することを確認する。 2 時間 

2 

講義内容 子どもの誕生期にある家族への支援 

該当到達目標 予習 テキストの第５章Ｄ・Ｇに目を通す。 1 時間 

1,2,3 復習 講義の要点をまとめ、子どもの誕生期にある家族と支援について理解する。 2 時間 

3 

講義内容 入院治療を受ける病児の家族への支援 

該当到達目標 予習 テキストの第５章Ｂに目を通す。 1 時間 

1,2,3 復習 
講義の要点をまとめ、入院治療を受ける病児をもつ家族と支援について理解す

る。 
2 時間 

4 

講義内容 がん患者の家族への支援 ■  
該当到達目標 予習 テキストの第５章Ｃに目を通す。 1 時間 

1,2,3 復習 講義の要点をまとめ、がん患者の家族と支援について理解する。 2 時間 

5 

講義内容 高齢者を介護する家族への支援 

該当到達目標 予習 テキストの第５章Ｆに目を通す。 1 時間 

1,2,3 復習 講義の要点をまとめ、高齢者介護を行っている家族と支援について理解する。 2 時間 

6 

講義内容 在宅療養者を介護する家族への支援 

該当到達目標 予習 テキストの第４章 B⑦、第５章Ｆに目を通す。 1 時間 

1,2,3 復習 講義の要点をまとめ、在宅療養者の介護を行っている家族と支援について理解 2 時間 
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する。 

7 

講義内容 精神疾患をもつ患者の家族への支援  

該当到達目標 予習 テキストの第５章Ｅに目を通す。 1 時間 

1,2,3 復習 講義の要点をまとめ、精神疾患をもつ患者の家族と支援について理解する。 2 時間 

8 

講義内容 まとめ 

該当到達目標 予習 第 1～7 回までの講義資料やまとめに目を通し学習内容を確認する。 1 時間 

4 復習 全ての学習内容を統合し、家族看護の役割について考える。 2 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

・本講義は、6 つの看護学領域の教員によるオムニバス形式で授業を展開する。教材として、テキストと教員の作

成する授業資料を使用する。 

・各回の講義内容に関する質問等は、原則として講義時間内に問い合わせる。 

・レポートを記載する際は、教科書や資料の他、図書館等にある参考書、資料も読むことにより理解を深めること。 

・記載した予習・復習では単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

・■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 120 看護研究概論（吉田久美子）. 

科目名 看護研究概論（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS390 

英文名 Introduction to Nursing Research 講義形態 講義 
担当教員 吉田久美子・倉林しのぶ・石田順子・砂賀道子・櫻井美和 
科目に関連した 
実務経験 看護師として総合病院に勤務（経験） 

学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

看護学における研究の必要性と看護実践における研究の意義を理解し、看護研究の基礎的能力を習得

するために必要な学習を行う。 

1. 看護における研究の必要性と意義について学習する。            

2. 看護研究における量的研究と質的研究の基本的な方法と要点について学習する。 

3. 看護研究に活用されやすい基本的な統計的分析について学習する。 

4. 研究倫理の必要性と重要性について学習する。 

5. 文献検索の方法と文献クリティークの要点について学習する。 

到達目標 

1. 看護における研究の必要性と意義について説明できる。            

2. 看護研究における量的研究と質的研究の基本的な方法と要点について説明できる。■ 

3. 看護研究に活用されやすい基本的な統計的分析について理解できる。 

4. 研究倫理の必要性と重要性について理解できる。 

5. 文献検索の方法と文献クリティークの要点について学習する。 

評価方法 ・定期試験 70％、レポート・授業参加状況 30％で評価する。 

・総合評価 60 点以上を合格とする。 
使用教材 ・各授業で主な学習内容を含めた資料を配付する。 

参考文献 教材：坂下玲子,宮芝智子,小野博史,系統看護学講座 看護研究,医学書院,2016 ISBN978-4-260-

02182-1 ,2,592 円 他、授業で紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

1.レポートなどは特に要点についてコメントを返す。 

2.課題に対し資料などを配布しフィードバックを行う。 
オフィスアワー 
（研究室） 月・金曜日 （5 号館 410 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） Yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 第 1 章 看護研究の意義・種類■                               ＜担当：吉田＞ 

該当する到達目標 予習 看護研究の目的や意義について参考文献などを活用し読んでくること。 15 分 
1,2 復習 看護研究の目的、意義、プロセスの概要について授業資料を読んでくること。 30 分 

2 
講義内容 第 2 章 文献検索                                        ＜担当：司書＞ 

該当する到達目標 予習 文献検索の必要性について第 1 回の授業資料を活用し確認してくること。 15 分 
5 復習 文献検索の目的、方法について授業資料をもとに復習すること。 30 分 

3 
講義内容 第 3 章 量的研究 ① 量的研究の概要                         ＜担当：石田＞ 

該当する到達目標 予習 量的研究とはどのような研究なのか文献を参考にして調べてくること 15 分 
1,2 復習 量的研究の特徴(質的研究との違い)と概要について、授業資料を活用しまとめる 30 分 

4 講義内容 第 3 章 量的研究 ② 調査研究                              ＜担当：石田＞ 
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該当する到達目標 予習 どんな研究が調査研究なのか文献（本）を参考にして調べること。 15 分 
1,2 復習 調査研究の特徴と概要について、授業資料を活用しまとめること。 30 分 

5 
講義内容 第 4 章 4 年生の研究発表会への参加                          ＜担当：吉田＞ 

該当する到達目標 予習 研究テーマの発見の仕方について授業資料や参考文献を活用し確認すること。 15 分 
1,2,3,4 復習 研究発表会に参加し得た気づき、興味関心、疑問をまとめること。 30 分 

6 
講義内容 第 4 章 4 年生の研究発表会への参加                           ＜担当：吉田＞ 

該当する到達目標 予習 研究テーマの発見の仕方について授業資料や参考文献を活用し確認すること。 15 分 
1,2,3,4 復習 研究発表会に参加し得た気づき、興味関心、疑問をまとめること。 30 分 

7 

講義内容 第 5 章 統計処理 ①量的データ分析の基本                        ＜担当：砂賀＞ 

該当する到達目標 予習 調査研究と統計的手法についての基礎的知識を図書館等の資料を通じて得てく

ること。 15 分 

3 復習 授業内容を振り返り、調査研究および統計学の基礎的内容を理解すること。 30 分 

8 
講義内容 第 5 章 統計処理 ②量的データ分析の基本（Excel で行う統計処理の実際）   ＜担当：砂賀＞ 

該当する到達目標 予習 演習では Excel を使うので、Excel の基本的な操作ができるようにすること。 15 分 
3 復習 配布された資料に目を通し、しっかりと復習すること。 30 分 

9 

講義内容 第 6 章 質的研究 ① 質的研究の概要                          ＜担当：櫻井＞ 

該当する到達目標 予習 第 1、3、4 回目の講義を復習すること。特に、看護研究の意義、量的研究の特徴

について理解を深めておくこと。 15 分 

1,2 復習 配布資料に目を通し、量的研究と質的研究の相違を意識しながら、質的研究の

特徴、意義についてまとめ、理解を深めること。 30 分 

10 

講義内容 第 6 章 質的研究 ② 質的研究の手法―質的研究におけるデータ収集と分析  ＜担当：櫻井＞ 

該当する到達目標 予習 第 9 回目の講義資料に目を通し、質的研究のデータ収集と分析の特徴について

理解を深めておくこと。 15 分 

1.2 復習 配布資料に目を通し、質的研究のデータ収集および分析の具体的な方法とその

留意点についてまとめ、理解を深めること。 30 分 

11 
講義内容 第 7 章 研究倫理                                         ＜担当：倉林＞  

該当する到達目標 予習 研究に関する「倫理」とは何かについて各々が考えてくること 15 分 
4 復習 配布資料を再確認しておくこと 30 分 

12 
講義内容 第 8 章 文献クリティーク（質的研究） ■                          ＜担当：吉田＞  

該当する到達目標 予習 文献クリティークについて参考文献や第 1 回の授業資料を読んでくること。 15 分 
1,2,3,4 復習 文献クリティークの要点について授業資料や記録した内容を読み直すこと。 30 分 

13 
講義内容 第 8 章 文献クリティーク（量的研究）                            ＜担当：吉田＞  

該当する到達目標 予習 文献クリティークについて参考文献や第 1 回の授業資料を読んでくること。 15 分 
1,2,3,5 復習 文献クリティークの要点について授業資料や記録した内容を読み直すこと。 30 分 

14 
講義内容 【演習】 文献検索と文献レビューの作成                          ＜担当：吉田＞  

該当する到達目標 予習 文献検索と文献レビューについて授業資料を読んでくること。 15 分 
1,2,3,,5 復習 文献検索と文献レビューについて演習からの学びをまとめること 30 分 

15 
講義内容 【演習・まとめ】 研究計画書の要点について ■                     ＜担当：吉田＞  

該当する到達目標 予習 研究計画書の作成について授業資料を読んでくること。 15 分 
1,2,3,4,5 復習 研究計画書の作成の要点をまとめておくこと。 30 分 

合計時間（予習・復習） 11 時間 15 分 

備考 1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 
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 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要が時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.履修条件 

 この科目は「看護基盤科目群」と「看護専門科目群」の必修科目の全てを履修していることが望ましい。 

3.ルール 

課題としてレポートの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。 

4.授業の進め方 

1) 授業方法は、講義内容の要点について説明し、質問などに対しても具体的な説明する。 

2) 到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し進めていく。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 121 看護管理Ⅰ（小池洋子）.  

科目名 看護管理学Ⅰ（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS491 

英文名 Nursing Administration Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 小池洋子 安野朝子 
科目に関連した 
実務経験 病院の看護部長として勤務（経験） 

学年・開講期 ４年 前期 選必・単位数 必修 １単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

病院・地域・在宅において、看護職が一人で看護を行うことは不可能である。看護職は、看護サービ

スを提供する組織の中の一人として業務を遂行している。そのため、良質で継続的な看護を提供す

るには、看護職一人一人のマネジメント力が必要となる。本講義では、マネジメントの基礎知識や看

護を提供するためのシステムについて学習し、看護サービス提供組織での看護職の役割・機能に

ついて考察する。さらに、学生自身が就職について主体的に考えることができるよう質疑応答を行

う。 

到達目標 

１． 看護を提供する組織の構造や機能について説明できる。 
２． 看護を行う上で必要な法制度について説明できる。■ 
３． 看護ケアマネジメントと看護サービスマネジメントの特徴について説明できる。■ 
４． キャリア発達の視点から個人と組織との関係について説明できる。 
５． マネジメントに必要なコミュニケーションスキル、リーダーシップスキルを身につける。■ 

評価方法 定期試験 100 点のうち 60 点以上を合格とする。但し、授業中の態度に問題がある場合は状況に

応じて減点する。 

使用教材 「系統看護学講座 統合分野 看護の統合と実践Ⅰ 看護管理 第１０版」上泉和子．医学書

院．2018年．2500円 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 毎回の授業の感想について、次回の授業時にフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 火曜日３・４限 （5 号館 412 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） koike-y#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 なぜ、看護管理を学ぶのか  複数の対象者に 24 時間の看護ケアを提供するために必要なこと 
該当到達目標 予習 テキスト第１章を読んでくる。 1.5 時間 

1 復習 看護マネジメント、組織についての定義とマネジメントプロセスについて整理

し、看護職としてマネジメントを学習する意味を考える。 1.5 時間 

2 

講義内容 看護職とキャリア：人材育成・新人看護職員研修制度 ■ 
該当到達目標 予習 テキスト第３章を読んでくる。新人看護職員研修制度の歴史的背景を調べる。 1.5 時間 

2,4 復習 自身が就職先として検討している施設の新人研修制度について確認する。自

身のキャリアデザインを見直す。 1.5 時間 

3 

講義内容 看護サービスマネジメント：病院組織、看護組織 ■ 

該当到達目標 予習 テキスト第４章を読んでくる。自身が就職先と考えている施設の理念を調べ

る。 1.5 時間 

1,2,3 復習 自身が就職先として検討している施設の看護理念、組織構造、看護体制につ

いて整理する。 1.5 時間 

4 
講義内容 看護職を取り巻く法制度 
該当到達目標 予習 テキスト第６章を読んでくる。看護職として働く上で関係する法制度を調べる。 1.5 時間 

2 復習 看護職として働く上で関係する法制度を整理する。 1.5 時間 



305 
 

5 
講義内容 看護ケアのマネジメント①：看護ケアマネジメント機能、看護業務の実践 ■ 
該当到達目標 予習 テキスト第２章 A と E を読んでくる。 1.5 時間 

3 復習 看護ケア提供者としての機能、日常業務のマネジメントについて整理する。 1.5 時間 

6 
講義内容 看護ケアのマネジメント②：チーム医療における看護職 ■ 
該当到達目標 予習 テキスト第２章の D を読んでくる。 1.5 時間 

3 復習 他職種との連携・協働、地域での連携・協働について自分の考えをまとめる。 1.5 時間 

7 

講義内容 マネジメントに必要なリーダーシップとコミュニケーション（多重課題から考える） ■ 
該当到達目標 予習 テキスト第５章を読んでくる。 1.5 時間 

5 復習 マネジメントの視点からリーダーシップ、コミュニケーションについての考えを

まとめる。 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ  多重課題の対応から看護マネジメントを考える 
該当到達目標 予習 １～７回の内容を振り返り、組織の一員として看護する自分を思い描く。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 看護サービス提供組織での看護職の役割・機能について考えをまとめる。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

１． 単位習得に必要な時間を満たしていない場合 
記載した予習・復習時間では、単位習得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

２． 履修条件 
１）この科目は、看護学原論と各看護学概論を履修していることが望ましい。 

３． ルール 
１）グループワークを行う際は、各自が主体的に参加する。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 122 看護管理Ⅱ（小池洋子）.  

科目名 看護管理学Ⅱ（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS492 

英文名 Nursing Administration Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 小池洋子 安野朝子 池田優子 
科目に関連した 
実務経験 病院の看護部長として勤務（経験） 

学年・開講期 ４年 後期 選必・単位数 必修 １単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

良質で継続的な看護を提供するための組織運営について理解を深めるとともに、看護職としてのキ

ャリアデザインを描くことの意味を理解する。グループワークとワールドカフェを実施する。 

到達目標 

６． 組織の理念・方針の明確化の必要性について説明できる。■ 
７． 看護を提供するための組織の体制について説明できる。■ 
８． 組織の一員としての仕事の取り組み方を説明できる。■ 
９． 組織運営にとっての人材育成の必要性について理解し、就職後の自己研鑽について考えを述

べる。■ 
１０． 卒業までと就職後の課題を明確にする。 

評価方法 課題レポートの 60％、演習等授業の参加度 40％とし、合計 60％以上を合格とする。 

使用教材 
「系統看護学講座 統合分野 看護の統合と実践Ⅰ 看護管理 第１０版」上泉和子．医学書

院．2018年．2500円 （看護管理学Ⅰと同じテキスト） 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 毎回の授業の感想について、次回の授業時にフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 火曜日３・４限 （5 号館 412 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） koike-y#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 組織の一員としての組織運営を考える①：統合実習の振り返り 顧客満足・職務満足 
該当到達目標 予習 看護管理学Ⅰと統合実習で学んだことを整理する。 1.5 時間 

1 復習 顧客満足・職務満足の視点から組織のあり方を考える。 1.5 時間 

2 
講義内容 組織の一員としての組織運営を考える②：病棟運営 緊急時の対応 ■ 
該当到達目標 予習 統合実習の施設の看護師の業務分担について振り返る。 1.5 時間 

2,4 復習 複数の患者を 24 時間看護するための体制作りについて整理する。 1.5 時間 

3 
講義内容 組織の一員としての仕事の取り組み方① ： 多重課題（予定変更）から考える ■ 
該当到達目標 予習 実習現場で起こっていた多重課題について整理する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 予定変更による業務計画の変更の方法を考える。 1.5 時間 

4 
講義内容 組織の一員としての仕事の取組み方②：多重課題（複数の患者の対応）から考える ■ 
該当到達目標 予習 複数の患者を受け持つ時に生じうる事象について考える。 1.5 時間 

2 復習 多重課題解決に向けた仕事のあり方を考える。 1.5 時間 

5 

講義内容 新人看護職員研修と新人支援体制 
該当到達目標 予習 看護管理学Ⅰで学んだ新人看護職員研修制度について復習する。 1.5 時間 

3 復習 新人として研修を受けたり、臨床で指導を受けたりする上での自身の取り組

む姿勢を考える。 1.5 時間 

6 
講義内容 セルフマネジメント、ストレスマネジメント、コーチング 
該当到達目標 予習 自身の目標と到達度について考える。 1.5 時間 

3 復習 自身の現状について振り返る。 1.5 時間 
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7 

講義内容 セルフマネジメント、ストレスマネジメント、コーチング 
該当到達目標 予習 自身の目標と到達度について考える。 1.5 時間 

5 復習 自身のストレス状況について改善策を考察する。国試までの学習計画を立案

する。 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ  国試対策 
該当到達目標 予習 １～7 回までの内容を復習する。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 理解が不十分だったところを再学習する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

１． 単位習得に必要な時間を満たしていない場合 
記載した予習・復習時間では、単位習得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

２． 履修条件 
１） この科目は「看護管理学Ⅰ」「統合実習」を履修していることが望ましい。 

３． ルール 
１）グループワークやワールドカフェを実施しるので、各自が主体的に参加する。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
  



308 
 

 
看 123 看護倫理Ⅱ（倉林しのぶ）.  

科目名 看護倫理学Ⅱ（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS493 

英文名 Nursing Ethics Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 倉林 しのぶ 
科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 県教育委員会、病院、事業所 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修・1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

医療をめぐる環境は大きく変化し、医療の高度化や複雑化の中で、新たな倫理的課題が浮かび上がっ

てきている。ここでは、今まで受けた講義や実習経験の「統合」として、倫理的課題の実践的解決へ向け

た道筋を考える力を養う。 

到達目標 
1．「看護における倫理とは何か」について理解する。 

2．臨地実習の中で直面した倫理的ジレンマと課題を明確化できる。 

3．どのような態度と行動を取ってゆけばいいか、倫理的判断力と意思決定プロセスが歩める。■ 

評価方法 毎回の感想レポート及び参加態度を 40%。倫理的ジレンマとその解決に向けたレポートで 60%として評価

します 
使用教材 使用教材については講義前に提示します。テキストは使用しません。 

参考文献 

・霜田求：テキストブック生命倫理．法律文化社 2018 
・今井道夫：生命倫理学入門〔第４版〕．産業図書 2017 
・箕岡真子：蘇生不要指示のゆくえ 医療者のための DNAR の倫理． ワールドプランニング 
 2015 
・箕岡真子：認知症ケアの倫理．ワールドプランニング 2014 
・シリーズ生命倫理学 １～ シリーズ生命倫理学編集委員会編 丸善出版 平成 24 年 

課題に対する 
フィードバック 

各回のレポートについては、コメントをつけて返却する。または、次の回の講義開始前に総評として

コメントする。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜日・火曜日の１１:００～１３:００ メールアドレス 

（＃→＠） kura#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 看護における倫理／4 分割法 
該当到達目標 予習 3 年次の看護倫理学Ⅰについて復習しておく 1.5 時間 

1 復習 4 分割法についてまとめておく 1.5 時間 

2 
講義内容 臨床における倫理的課題①老年看護の現場で■ 
該当到達目標 予習 実習（老年看護）の中で抱えた倫理的ジレンマについて､整理しておく 1.5 時間 

2，3 復習 倫理的ジレンマの根拠と課題解決のプロセスを理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 臨床における倫理的課題②精神看護の現場で■ 
該当到達目標 予習 実習（精神看護）の中で抱えた倫理的ジレンマについて､整理しておく 1.5 時間 

2，3 復習 倫理的ジレンマの根拠と課題解決のプロセスを理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 臨床における倫理的課題③小児看護の現場で■ 
該当到達目標 予習 実習（小児看護）の中で抱えた倫理的ジレンマについて､整理しておく 1.5 時間 

2，3 復習 倫理的ジレンマの根拠と課題解決のプロセスを理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 臨床における倫理的課題④母性看護の現場で■ 
該当到達目標 予習 実習（母性看護）の中で抱えた倫理的ジレンマについて､整理しておく 1.5 時間 
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2，3 復習 倫理的ジレンマの根拠と課題解決のプロセスを理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 臨床における倫理的課題⑤在宅看護の現場で■ 
該当到達目標 予習 実習（在宅看護）の中で抱えた倫理的ジレンマについて､整理しておく 1.5 時間 

2，3 復習 倫理的ジレンマの根拠と課題解決のプロセスを理解する 1.5 時間 

7 
講義内容 臨床における倫理的課題⑥看護管理■ 
該当到達目標 予習 管理者としての倫理的ジレンマについて考えておく 1.5 時間 

2，3 復習 倫理的ジレンマの根拠と課題解決のプロセスを理解する 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 臨床における倫理的課題について整理しておく 1.5 時間 

3 復習 倫理的課題の解決に向けた方策についてまとめる 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

１． 授業の進め方：講義はオムニバスで行います。各領域担当教員が作成したパワーポイント及び資料を使い解説す

る。また、それぞれが実習等で感じている倫理的課題をもとにグループワークを行い解説する。 

２． 単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

３．履修条件：本科目は「看護倫理学Ⅰ」を修得していることが望ましい。 

■： ：実務経験に基づく内容を示す 
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看 124 ヘルスカウンセリング（池田優子）.  

科目名 ヘルスカウンセリング（看護専門科目群・統合分野） NRS292 124 

英文名 Health Counseling 講義形態 講義 
担当教員 池田優子 

科目に関連した 
実務経験 カウンセラーとして精神科クリニックに勤務（経験）■ 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

患者とのコミュニケーションを通してその思いを聴ける技術を身につけることは看護するものにとって不

可欠な要素である。本講義では看護に必要なカウンセリングマインドについて理解し、患者の理解と健

康へ向けた専門的支援方法としてのヘルスカウンセリングを学ぶ。 

１．講義は、各テーマ毎に概要を説明し、後半にカウンセリングの演習を取り入れる形式で進める 

２．教材は、テキストは使用せず、毎回教員作成のプリント及びパワーポイントを使って提示をして行く 

３．演習は、カウンセリング場面の見学、セルフカウンセリング、3 人組でのカウンセリング演習、最後に

ペアになってのカウンセリング演習と段階を追って、学習が進むように構成してある 

到達目標 

1．カウンセリングの「4 つの基本的姿勢」が理解できる。■ 

2．［傾聴］の大切さが理解でき、実施できる。■ 

3．自分のブロッキングに気づき、確認のための「共感的くり返し」が実施できる。■ 

4．カウンセリングとガイダンス、指導の違いを理解し、使い分けが理解できる。■ 

評価方法 
1．演習ごとの感想レポートと授業への参加度で 40 点。 

2．ヘルスカウンセリングの実施と分析、考察のテスト・レポート６０点で評価する。 

使用教材 その都度資料を配布し、DVD を 3 回聴取する 

参考文献 「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 

課題に対する 
フィードバック 

毎回、講義・演習の感想や質問を書かせ、次の授業でコメントを返し、質問への解説を行う 

理解できたか学生に確認し、新たな課題や質問が出された場合、その都度回答する 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜日 4.5 限 メールアドレス 

（＃→＠） y-ikeda@takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス  カウンセリングの概要と自己理解  ヘルスカウンセリングとは ■ 

該当到達目標 予習 １年次実施の自己理解のチェックリストを整理しておく 1・5 時間 
1 復習 DVD・来談者中心療法の意義やガイダンスとカウンセリングの違いをまとめる 1・5 時間 

2 
講義内容 自己の感情に焦点を当てる   セルフカウンセリングの実施  

該当到達目標 予習 自分が普段感じる様々な感情を思い浮かべ、整理しておく 1・5 時間 
1 復習 実施したセルフカウンセリングでの気づきをまとめる 1・5 時間 

3 
講義内容 ヘルスカウンセリングの基本姿勢  傾聴・確認の演習 ■ 
該当到達目標 予習 「観察」 「傾聴」「確認」「共感」について調べておく 1・5 時間 

1.2  復習 傾聴・確認の演習を実施し、どのような態度をとると効果的か整理する 1・5 時間 

4 講義内容 ヘルスカウンセリングの構造と手順に基づく演習 
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該当到達目標 予習 二重意思理論と人間の意識構造について復習しておく 1・5 時間 
1.2.3 復習 「実行したいこと」の演習で見えた、自己の課題を整理しておく 1・5 時間 

5 
講義内容 「印象に残ったこと」のモデリング学習 ■ 
該当到達目標 予習 前回のカウンセリング演習での課題を整理して臨む 1・5 時間 

1.2.3 復習 モデリング場面を見て、自分の行ったカウンセリングと何が違うのか考察する 1・5 時間 

6 
講義内容 モデリング学習の振り返りとマイブームカウンセリングの実施 ■ 

該当到達目標 予習 モデリング場面を振り返り、自己の課題を明らかにしておく 1・5 時間 
1.2.3 復習 3 人組で、前回と比較してうまくいったところの要因を整理する 1・5 時間 

7 

講義内容 心象風景連想法  カウンセリングとガイダンス・指導の違い クライエント状況別支援法  

該当到達目標 予習 カウンセリングとガイダンス・指導の特徴をまとめる 1・5 時間 

1.2.3.4 復習 対象のニーズに応じた支援法ついて整理する 1・5 時間 

8 
講義内容 総まとめ 
該当到達目標 予習 講義の到達目標に照らし合わせて、学習の中で学べたことをまとめる 1・5 時間 

1.2.3.4  復習 カウンセリングを進めるうえで大切な基本姿勢について整理する 1・5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
授業のうち半分程度は、２人組の演習が多いので、欠席するとペアになった人にも迷惑がかかるので、参加してくださ

い。やむを得ず欠席となった場合は、補修の手立てをしますが、全８回のうち３回以上欠席の場合は、試験を受けられま

せん。  
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看 125 感染看護（安野朝子）.  

科目名 感染看護（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS293 

英文名 Infection Control Nursing 講義形態 講義 
担当教員 安野 朝子 

科目に関連した 
実務経験 総合病院における感染管理室長（経験） 

学年・開講期 2
年 

後

期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

感染症に関わる知識と感染症をコントロールする技術を統合し、対象者となる人を感染症から守り、看護

職として働く自分を守るための方法を学習する。感染症の対策は個人だけでなく地域や組織で行われる

ことを理解する。 

授業の進め方：1～5回目は感染看護の基本的知識を説明し、1年 2年で学んだ知識の統合を図ります。

6 回目は PC 室でアウトブレイクの説明と、感染症に関する情報検索を体験し、グループで発表準備を行

います。7・8 回はグループで学んだ感染症の予防・感染の連鎖・疾患の看護などを各グループ PP で発

表します。 

到達目標 

1.感染の連鎖を説明できる。 

2.感染予防策と感染の連鎖の関連について説明できる。■ 

3.医療関連感染について説明でき、感染予防策が述べられる。■ 

4.新興・再興感染症について説明でき、これらの感染症対策の動向について情報検索できる。■ 

5.感染症発生やアウトブレイク時に、患者・家族や看護者の立場で人権について考えることが出来る■ 

評価方法 小テスト 4 回。40％ GW の発表資料と課題をまとめてレポートで提出。60％ 

使用教材 毎回プリントで提示 
参考文献 初回に案内 
課題に対する 
フィードバック 毎回の授業に対する感想・質問を提出。次回授業でフィードバック。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜日・木曜日 10：00-12：00   

5 号館 404 研究室 
メールアドレス 
（＃→＠） ｙasuno＃takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 授業概要の説明および「感染の連鎖」■ 
該当到達目標 予習 シラバスを読んで授業の目標を理解する 1.5 時間 

1.2 復習 感染の連鎖について理解を深める 1.5 時間 

2 

講義内容 新興・再興感染症の課題、薬剤耐性菌の出現と国際的な感染の広がり■  

該当到達目標 予習 エボラ出血熱 カルバぺネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症 HIV 感染症 結

核 鳥インフルエンザについて調べる 1.5 時間 

1.2.4 復習 新興感染症・再興感染症の対策について理解を深める 1.5 時間 

3 
講義内容 感染防止技術 

標準予防策・感染経路別予防策、滅菌・消毒・洗浄とスポルディングの分類、職業感染防止■ 
該当到達目標 予習 基礎看護技術で学んだ内容を復習する 1.5 時間 

1.2.3 復習 感染防止技術が実施できるよう知識を整理する 1.5 時間 

4 講義内容 医療関連感染の種類と対策を理解する。■ 
該当到達目標 予習 医療関連感染がどのような場面で発生しているか実習を通して考えてくる 1.5 時間 
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1.2.3 復習 どのようにすれば医療関連感染が予防できるのかを述べられる 1.5 時間 

5 

講義内容 地域における感染対策と感染症法■ 

在宅看護、高齢者施設、学校等での感染対策、病院における地域連携、 感染症法 

該当到達目標 予習 病院以外での感染対策について、感染症の種類とその対策は何が求められるの

か考える 1.5 時間 

1.2.3.5 復習 地域における感染対策の必要性について理解する。感染症と人権を考える。 1.5 時間 

6 

講義内容 感染対策における情報の活用とアウトブレイクへの対応 PC 室で情報検索を体験する■ 

該当到達目標 予習 
普段の生活でどこから感染症の情報を集めているか書き出してみる。アウトブレ

イクについて調べる 
1.5 時間 

1.2.3.4 復習 実際に体験した情報検索などが、これから使えるように復習する 

グループワークで調べたことを発表できるよう準備する。 
1.5 時間 

7 

講義内容 感染症と人の関わりについて考える（前半） 

該当到達目標 予習 
第 5 回にグループを通知するので、1 つの感染症を数名で検討し 3 分程度の発

表が出来るよう準備する 
1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 他のグループの発表を聞いて気づいたこと、新しく分かったことを整理する。自分

の作成するレポートの内容について計画する 1.5 時間 

8 

講義内容 感染症と人の関わりについて考える（後半） 全体のまとめ 

該当到達目標 予習 第 5 回にグループを通知するので、1 つの感染症を数名で検討し 3 分程度の発

表が出来るよう準備する 1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 他のグループの発表を聞いて気づいたこと、新しく分かったことを整理する。自分

の作成するレポートの内容について計画する 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

1.単位習得に必要な時間を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位習得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.メッセージ：保健医療にかかわる人はどのような職種を選んでも、感染症の予防と対策を知っておくことが大変重要で

す。8 回と短い授業ですが微生物との付き合い方をぜひ習得してください。■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 126 専門看護活動論Ⅰ（クリティカル）（砂賀道子）.  

科目名 
専門看護活動論Ⅰ:クリティカルケア（看護専門科目群・統合

分野） 

科目 
ナンバリング NRS494 

英文名 Professional Development (Critical Care) 講義形態 講義 
担当教員 砂賀 道子、石田 順子 
科目に関連した 
実務経験 

・大学病院・総合病院での臨床経験あり 
・現職のクリティカルケア認定看護師をゲストスピーカーとして招く（第 3 回・第 4 回） 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

生命の危機状態にある対象の特徴を学び、救急医療と救急看護における看護師の活動を通して、

専門的な看護の機能と役割を学ぶ。さらにクリティカルにおける倫理的課題に対する知見を深め

る。 

到達目標 

1．クリティカルケアの概念を説明できる。■ 
2．クリティカルケアの対象とその家族の特徴について説明できる。 
3．クリティカルにおける看護の専門性について考察したことを記述できる。■ 
4．クリティカルにおける倫理的課題について考察したことを記述できる。■ 

評価方法 レポート 70％、授業参加度（グループワークへの参加、発表内容など）30％で評価する。 
総合評価で 60％以上を合格とする。 

使用教材 
・授業資料は毎回の授業で配布する。 
・講義の導入として急性重症患者看護専門看護師の DVD を使用する。 
・クリティカルにおける倫理的課題についてビデオの事例を使用する。 

参考文献 

・道又元裕著：「系統看護学講座 別巻 クリティカルケア看護学」、医学書院 
・佐藤まゆみ・林 直子編：「看護学テキスト Nice 成人看護学 急性期看護Ⅱ 救急看護・クリティカ

ルケア 改訂第 3 版」、南江堂 
・必要時、講義の中で提示する。 

課題に対する 
フィードバック 

・グループワークに関してはディスカッションしながらコメントする。 
・レポートはコメントをつけて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 火曜日 3 限以外（5 号館 406 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） sunaga#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 クリティカルケアとは：クリティカルケアの概念と特徴、クリティカルにおける看護の専門性 

該当到達目標 予習 クリティカルケアとは何か、その概念や特徴について参考文献等を使用して学

習する。 1.5 時間 

1、2、3 復習 講義資料を振り返り、クリティカルケアの概念と看護の専門性について要点を

整理する。 1.5 時間 

2 

講義内容 クリティカルケアの対象と家族の特徴、クリティカルな場面におけるインフォームド・コンセント 

該当到達目標 予習 クリティカルケアの対象と家族の特徴について参考文献等を使用して学習す

る。 1.5 時間 

1、2、3 復習 講義資料を振り返り、クリティカルケアの対象と家族の特徴について要点を整

理する。 1.5 時間 

3 
講義内容 クリティカルケア（集中ケア）認定看護師の役割と実際の活動■ 
該当到達目標 予習 集中ケア看護認定看護師について調べる。 1.5 時間 

3 復習 講義を振り返り、クリティカルケア認定看護師の役割をまとめる。 1.5 時間 

4 講義内容 クリティカルケア（救急看護）認定看護師の役割と実際の活動■ 
該当到達目標 予習 救急看護認定看護師について調べる。 1.5 時間 
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3 復習 講義を振り返り、救急看護認定看護師の役割をまとめる。 1.5 時間 

5 

講義内容 クリティカルにおける倫理的課題を考える①：呼吸機能に異常のある患者の看護 

該当到達目標 予習 クリティカルケアにおける呼吸機能に異常のある患者とはどのような状況にあ

るのか参考文献等を使用して学習する。 1.5 時間 

3、4 復習 講義資料を振り返り、呼吸機能に異常のある患者の看護について要点を整理

する。 1.5 時間 

6 
講義内容 クリティカルにおける倫理的課題を考える②：熱傷患者の看護■ 
該当到達目標 予習 熱傷患者の特徴について参考文献等を使用して学習する。 1.5 時間 

3、4 復習 講義資料を振り返り、熱傷患者の看護について要点を整理する。  1.5 時間 

7 

講義内容 【演習】グループワーク①：クリティカルにおける倫理的課題 
該当到達目標 予習 第 1 回・2 回目の講義資料（特に倫理原則についての資料）に目を通す。 1.5 時間 

4 復習 事例の問題に対しそれぞれの立場（患者、家族、医師、看護師等）における倫

理的課題について考察したことをレポートにまとめる。 1.5 時間 

8 

講義内容 【演習】グループワーク②：クリティカルにおける倫理的課題 
該当到達目標 予習 第 1 回・2 回目の講義資料（特に倫理原則についての資料）に目を通す。 1.5 時間 

4 復習 事例の問題に対しそれぞれの立場（患者、家族、医師、看護師等）における倫

理的課題について考察したことをレポートにまとめる。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

・記載した予習・復習時間では単位習得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

・講義は主に教員が作成する資料を使用する。 
・講義内容の要点をまとめ、事例（ビデオや DVD など）を用いながら説明する。 
・グループワークには積極的な参加を期待する。 
■実務経験に基づく内容を示す。 
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看 127 専門活動論Ⅱ（ターミナルケア）（神田・吉田）.  

科目名 
専門看護活動論Ⅱ（ターミナルケア）（看護専門科目群・統合

分野） 

科目 
ナンバリング NRS495 

英文名 Professional Development  （End of Life Care） 講義形態 講義 
担当教員 神田 清子 吉田 久美子 
科目に関連した 
実務経験 大学病院で看護師として勤務、看護教員になってから私立病院の緩和ケアラウンド、がん相談担当 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

人生の終末期にある患者の特徴を全人的に理解し、患者及び家族の QOL の向上を目指した看護

について習得する。 

到達目標 
1.終末期にある患者と家族を支援するための緩和ケアについて説明できる。 
2.終末期にあり全人的苦痛を抱える対象に向けた看護について説明できる。■ 
3.終末期にある対象の家族に向けた看護について説明できる。 

評価方法 
出席が 2／3 以上で、レポートを提出する権利がある。 
・レポート 70％、発言 30％の構成で評価する。 
・総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 授業時に学習内容を構造的に記載した資料を配付する 
参考文献 がんおよび終末期に関係する手記 

課題に対する 
フィードバック 

・レポートにはコメントなどを付けて返却する。 
・最終回の講義において到達目標と全回の学習内容の要点を関連付け説明する。 
・毎回の授業時に構造的に学習内容を記載した資料を配付する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

木曜日 5－6 限（神田） 
月曜日 1－4 限・火曜日 1－3 限（吉田） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

kanda＃takasaki-u.ac.jp 
yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 1.緩和ケアの概念、歴史、動向 
該当到達目標 予習 緩和ケアの定義と WHO の主なサービスについて読み確認する。 1．5 時間 

1． 復習 緩和ケアの定義や動向、看護の状況について参考文献などを活用しまとめ

る。 1．5 時間 

2 
講義内容 2.全人的苦痛に対する援助  1)終末期にあるがん患者の身体的苦痛と援助 (1) ■ 
該当到達目標 予習 全人的苦痛について確認しておく。 1．5 時間 

1．2 復習 身体的苦痛となる主な症状と看護について授業資料などを活用しまとめる。 1．5 時間 

3 
講義内容 2.全人的苦痛に対する援助  1)終末期にあるがん患者の身体的苦痛と援助 (2)  
該当到達目標 予習 身体的苦痛となる主な症状と看護についてまとめた内容を確認する。 1．5 時間 

1,2 復習 事例の患者の身体的苦痛となる主な症状と看護について考察する。 1．5 時間 

4 

講義内容 2.全人的苦痛に対する援助  1)終末期にあるがん患者の心理的苦痛と援助 ■ 
該当到達目標 予習 全人的苦痛と援助のポイントについて授業資料を読み確認する。 1．5 時間 

1．2 復習 終末期がん患者の心理的苦痛に焦点をあてた看護について要点をまとめる 1．5 時間 

5 
講義内容 2）全人的苦痛に対する援助  3)終末期にあるがん患者の社会的苦痛と援助 4)スピリチュアルペ

インと援助 ■ 

該当到達目標 予習 終末期がん患者が抱えやすい社会的苦痛とスピリチュアルペインについて確

認する。 1．5 時間 
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1．2．3 復習 終末期がん患者の社会的苦痛とスピリチュアルペインに焦点をあてた看護に

ついて要点をまとめる。 1．5 時間 

6 

講義内容 3.終末期にある患者と家族を支援する看護  

該当到達目標 予習 全人的苦痛と援助について読み確認する。 1．5 時間 

1．2．3 復習 授業で提示した事例の患者と家族について看護を考察する。 1．5 時間 

7 

講義内容 4.緩和ケアにおけるチーム医療の重要性と患者の役割 

該当到達目標 予習 チーム医療の目的、構成される職種と各職種の役割について復習をしてお

く。 1．5 時間 

1．2．3 復習 授業で提示した事例の患者と家族について看護を考察する。 1．5 時間 

8 
講義内容 4.まとめ 
該当到達目標 予習 授業資料を用いて第 1～7 回までの要点を確認する。 1．5 時間 

1．2．3 復習 全般的に授業内容を振り返り、到達目標に向け体系的に知識をまとめる 1．5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

1. 単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 
記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

２．履修条件 
  この科目は、「成人看護学概論」「成人看護学方法論Ⅱ-A」「成人看護学方法論Ⅱ-B」を履修していることが 
  望ましい。 
３．ルール 
  課題としてレポートなどの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。 
４．授業の進め方： 

1) 教材として、教員の作成する授業資料などを使用する。 
2) 授業方法は、講義内容の要点について事例を用いながら講義し、質問などに対しても具体的な説明をする。 
3) 到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し進めていく。 

 
■：実務経験に基づく内容を示す。  
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看 128 国際看護学（李孟蓉）.  

科目名 国際看護学（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS391 

英文名 Global Nursing 講義形態 講義 
担当教員 李孟蓉 
科目に関連した 
実務経験 

看護職として JOCV に参加し、開発途上国に支援（経験） 

看護職として在日外国人への健康支援（経験） 
学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

世界における様々な格差の実態を知り、看護者として世界全人類の平和と繁栄を願いつつ国際協力の

必要性と意義を理解し、看護活動の場を地球的視野で認識できる。そのうえで、看護における国際貢献

に関わる理論と実際を学び、日本における多文化共生と看護の役割をについて考える。教科書や参考

文献をもとに事例等を加えながら解説し、講義する。講義の中でディスカッション等を取り入れて、参加

型、協議型の授業も行う。 

到達目標 

1．看護による国際協力の意義、活動の場所と対象を理解できる。 

2．世界の健康問題とそれらに対する戦略、および課題を理解できる。 

3．異文化看護の理論を理解できる。 

4．国際看護活動に影響を与える因子を理解できる。■ 

5．世界における国際看護支援の実際を理解できる。■ 

6．日本国内における国際看護を理解できる。■ 
評価方法 筆記試験 70％、レポート課題 15％、授業参加度 15％  

使用教材 看護学テキスト NiCE 国際看護 国際社会の中で看護の力を発揮するために（南江堂） 

ISBN 978-4-524-25264-0 、配布資料 

参考文献 看護の統合と実践「国際看護学」田村やよひ編（メジカルフレンド社） 

序説 国際看護学 久間圭子（日本看護協会出版会） 

課題に対する 
フィードバック レポートの中でみられた疑問や課題を授業の中で再確認する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜・水曜の 2 限、質問はメールでも対

応する。 
メールアドレス 
（＃→＠） ri＃taakasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 国際看護の概念と対象 
該当到達目標 予習 教科書第 1 部総論、第 1 章～第 5 章に目を通す 1.5 時間 

1 復習 国際看護の定義や対象、歴史的変遷を理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 世界の健康課題と SDGｓ 
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅲ章１～２に目を通す 1.5 時間 

2 復習 世界で起きている健康問題と支援の必要性を理解する。 1.5 時間 

3 

講義内容 世界の健康課題に取り組む関連機関、国際看護活動を推進する人、機関  
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅲ章４、第Ⅴ章１に目を通す 1.5 時間 

１，２ 復習 健康課題に対する国際機関の種類や役割、取組み、日本の ODA 活動の状況、

NGO 団体のしくみや活動内容を理解する。 1.5 時間 

4 

講義内容 異文化理解と看護 
該当到達目標 予習 教科書の第 2 章に目を通す 1.5 時間 

３ 復習 文化が与える看護への影響と、文化を超えた看護の展開のための理論とアプロ

ーチ、異文化適応を理解する。 1.5 時間 
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5 

講義内容 国際看護協力に必要な態度・能力・知識・技術 ■ 
元青年海外協力隊を招き、異文化の中での国際協力活動について事例をもとに解説を加えて講義する 

該当到達目標 予習 教科書の第Ⅵ章３～４、第Ⅸ章４．Ａに目を通す 1.5 時間 

３，４ 復習 国際看護協力に必要となる基本姿勢や国際協力として行われている支援の目

的、実際の活動内容、異文化適応のプロセスが理解できる。 1.5 時間 

6 

講義内容 途上国の人々の健康に影響を与える要因、国際看護活動に影響を与える因子および看護の現状と課

題 
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅶ章１、3 に目を通す 1.5 時間 

 
４，５ 復習 途上国の人々の健康に影響を与える要因、文化・社会背景が国際看護活動に与

える影響を考慮した看護実践が理解できる。  1.5 時間 

7 

講義内容 在日外国人、訪日外国人の背景と特性  
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅷ章１に目を通す 1.5 時間 

６ 復習 在日外国人と訪日外国人の背景や特性、在日外国人を取り巻く環境や健康問題

を理解できる。 1.5 時間 

8 

講義内容 在日外国人への医療と看護 ■ 

該当到達目標 予習 
第 7 回目の授業内容を振り返り、日本、群馬県内の在日外国人（人口、国籍、

在留資格、居住地域、生活など）について調べ、体験、新聞等の媒体から実情に

関心をもち把握しておく。 
1.5 時間 

３、６ 復習 在日外国人が抱えている健康問題と看護支援が理解できる。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 32 時間 

備考 

研究室：3 号館 2 階 208 

１．単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

２．ルール 

１）能動的に、積極的に学ぶ姿勢で授業に臨むこと。 

２）他学生の学習の妨げとなるような行為を慎むこと。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 129 災害看護学（李孟蓉）. 

科目名 災害看護学（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NS392 

英文名 Disaster Nursing 講義形態 講義 
担当教員 李孟蓉、齋藤正子 
科目に関連した 
実務経験 

看護職として被災地域での支援活動（経験） 

行政における防災活動（経験） 
学年・開講期 3 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

世界各地で自然災害が増加しており、災害の定義や看護活動の基盤となる法的制度等から多角的に学

び、被災者の特性や生活上の困難さ、健康への影響を理解できる。そのうえで災害時の看護師の役割

を理解し､災害サイクル各期において、チーム医療の中で他職種と協働しながら、被災者特性を考慮した

適切な看護を展開するために必要な知識と技術、態度を習得できる。また、公助・共助・自助の意味を理

解し、自らの防災力を高められる。講義は演習を取り入れて、災害に必要な看護技術を学んでもらう。 

到達目標 

1. 災害の定義と分類を理解し、災害が健康に及ぼす影響を理解できる。 

2. 災害発生時に社会的の対応や看護活動の基盤となる法的制度を理解できる。■ 

3. 災害各期や場所に応じた看護の特徴を理解できる。 ■ 

4. 災害時の被災者の特性やサイクルに応じた看護を理解できる。■  

5. 災害時に傷病者に優先順位をつける意味を理解し実践できる。 

6. 災害時の精神的ケアの方法を理解できる。 

7. 災害時の公助を理解するともに自助能力を高められる。 

評価方法 筆記試験(70％)、レポート(20％)、授業参加度（10％） 
使用教材 「災害看護」酒井明子編（南江堂）改定第 3 版 ISBN978-4-524-25569-6 
参考文献 「災害看護」改定 3 版 南山堂、「災害看護学・国際看護学」医学書院 
課題に対する 
フィードバック 提出された課題の中でみられた疑問や課題を授業の中で再確認する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

火曜・水曜の 2 限、研究室不在時はメー

ルにて対応する。 
メールアドレス 
（＃→＠） ri#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 災害および災害看護に関する基礎的知識 
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅰ章 1～3 に目を通す。 20 分 

1 復習 
災害・災害看護の歴史と災害看護の定義を理解し、災害の種類別の疾病構造、

近年発生する災害の特徴、課題、災害関連死、要配慮者及び避難行動要支援者

の定義を理解できる。 
25 分 

2 

講義内容 災害をめぐる社会の対応やしくみ（1） 

該当到達目標 予習 教科書の第Ⅱ章 1～2、3B に目を通す。 20 分 

1,2 復習 災害をめぐる関係法規を理解し、災害情報伝達のしくみや、海外における災害関

係各機関の支援体制を理解できる。 
25 分 

3 

講義内容 

災害をめぐる社会の対応やしくみ（2）■  

災害発生時に日本における 

行政の役割や日ごろ取り組んでいる災害対策について、実務経験をもとに解説を加えて講義する 
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅱ章 3A に目を通す。 20 分 

1,2 復習 災害における行政の役割や都道府県、市町村の自治体の災害対策体制、災害

に関する法制度、公助、共助、自助の必要性を理解できる。 25 分 

4 講義内容 災害サイクルに応じた看護（1）：超急性期 
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該当到達目標 予習 教科書の第Ⅳ章１A、第Ⅵ章１A～B に目を通す。 20 分 

1,3,4 復習 
災害サイクル各期における看護の役割と超急性期における病院の看護の役割を

理解できる 
25 分 

5 
講義内容 

災害サイクルに応じた看護（2）：急性期～静穏期 ■ 

避難所における看護の役割について、事例をもとに解説を加えて講義する 

該当到達目標 予習 教科書の第Ⅳ章 1B～E に目を通す。 20 分 
1,3,4 復習 急性期から静穏期、避難所や応急仮設住宅等における看護の役割を理解できる 25 分 

6 

講義内容 災害時に必要な技術 
該当到達目標 予習 教科書の第Ⅴ章に目を通す。  20 分 

1,5 復習 
トリアージの概念、災害時におけるトリアージの目的やトリアージカテゴリー、方

法、タッグの使用方法、治療と搬送を理解できる。 
25 分 

7 

講義内容 災害看護各論（1）こどもと災害 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部各論 第Ⅷ章 3A～F まで目を通す。 20 分 

3,4 復習 
災害によって子どもが受ける衝撃とその後の成長発達に及ぼす影響を理解し、各

成長段階におけるこどもおよびその家族・養育者の支援を理解できる 
25 分 

8 
講義内容 

災害看護各論（2）地域看護と災害 ■ 

被災地域における地域看護活動について、事例をもとに解説を加えて講義する 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部各論 第Ⅷ章１A～D まで目を通す。 20 分 
3,4 復習 災害各期における地域看護活動を理解できる 25 分 

9 

講義内容 
災害看護各論（3）在宅・高齢者看護と災害 ■ 

災害発生時に高齢者や在宅避難者について、事例をもとに解説を加えて講義する 
該当到達目標 予習 教科書の第 2 部各論 第Ⅷ章 4A～B までに目を通す。 20 分 

3,4 復習 
災害時において高齢者や在宅避難者が受ける影響やケアニーズを理解し、災害

時における高齢者看護支援を理解できる。 
25 分 

10 
講義内容 災害時に必要な看護技術(トリアージ：START 法) 演習  

該当到達目標 予習 第 6 回の講義内容を振り返り、演習資料に目を通す  20 分 
1,5 復習 一次トリアージを習得できる 25 分 

11 
講義内容 災害時に必要な看護技術(トリアージ：START 法) 演習 

該当到達目標 予習 第 6 回の講義内容を振り返り、演習資料に目を通す  20 分 
1,5 復習 一次トリアージを習得できる 25 分 

12 
講義内容 災害看護各論（4）慢性期看護と災害 

該当到達目標 予習 教科書の第 2 部各論 第Ⅷ章 6A～G まで目を通す。 20 分 
1,3,4 復習 災害時に慢性疾患を持ち治療、生活している患者への支援を理解できる。 25 分 

13 
講義内容 災害看護各論（5）精神看護と災害、こころのケア  

該当到達目標 予習 教科書の第Ⅲ章、第 2 部各論 第Ⅷ章 5 に目を通す。 20 分 
1,3,6 復習 災害が人々に与える影響、被災者と援助者のストレスと心のケアを理解できる 25 分 

14 

講義内容 災害支援者への看護支援（DVD 鑑賞） 

該当到達目標 予習 第 13 回目の講義内容を振り返り、授業に臨む。 20 分 

1,3,6 復習 DVD 鑑賞を通して、被災者が抱えるこころの問題を理解し、災害支援者(二次被

災者)への看護支援を考える。 
25 分 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 教科書やこれまでの講義で配布した資料に目を通し、学んだ内容を振り返る。 20 分 

1～7 復習 災害看護学に必要な知識や技術の理解を深め、災害時に自助能力を高めること 25 分 
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につなげる。 

合計時間（予習・復習） 15 時間   

備考 

研究室：3 号館 2 階 208 

１．単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

２．ルール 

１）能動的に、積極的に学ぶ姿勢で授業に臨むこと。 

２）他学生の学習の妨げとなるような行為を慎むこと。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 130 看護学特論（吉田久美子）.  

科目名 看護学特論 （看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS293 

英文名 Professional Nursing Development 講義形態 講義 

担当教員 吉田久美子 
科目に関連した 
実務経験 看護師として総合病院に勤務(経験)  

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

成人看護学に関するトピックス的な事柄についてゼミナール形式などで学び、看護者としての役割に関

する内容が学習する。 

到達目標 がん看護学に関して最近のトピックス的な事柄を契機とし、今後の課題および看護者としての役割につ

いて考察し、述べることができる。 

評価方法 ・学習中の参加・活動状況 30％、まとめのレポート 70％とし総合的に評価する。 
・総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 毎回の授業時に構造的に学習内容を記載した資料を配付する。 

参考文献 授業で紹介する。 

課題に対する 
フィードバック 

個人あるいはグループで作成した記録や資料に対してコメントを付して返却する。 
・カンファレンスでコメントし、学習内容や課題の要点を確認する。 

オフィスアワー 
（研究室） 月曜 1～3 限 （5 号館 410 研究室） メールアドレス 

（＃→＠） yoshikumi＃takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 第 1 章 .がんサバイバーシップの概念、がん医療の現状■ 

該当する到達目標 

1 

予習 がんの罹患率など疫学について読んでくること。 1.5 時間 

復習 がんサバイバーシップの概念、がん医療の現状について資料をもとにまとめる。 1.5 時間 

2 

講義内容 第 2 章 がんサバイバーと家族を支える看護 2-1 RFL の参加の準備  

該当する到達目標 

1 

予習 がんサバイバーの各期の特徴について第 1 回目の授業資料を読んでくること。 1.5 時間 

復習 がんサバイバーシップの概念、について授業資料を読んでおくこと。 1.5 時間 

3 

講義内容 第 2 章 .がんサバイバーと家族を支える看護 2.-2 RFL の参加  

該当する到達目標 

1 

予習 がんサバイバーの各期の特徴について第 1 回目の授業資料を読んでくること。 1.5 時間 

復習 RFL に参加し考察したことについてまとめておくこと 1.5 時間 

4 

講義内容 第 2 章 がんサバイバーと家族を支える看護 2-3 RFL の参加  

該当する到達目標 

1 

予習 緩和ケアについて復習をしておくこと。 1.5 時間 

復習 緩和ケアを必要とするがん患者の家族の特徴と看護の要点を考察しておくこと。 1.5 時間 

5 

講義内容 第 3 章 がんサバイバーと家族を支える看護 1.組織変革者としてのがん看護専門看護師の役割理解 

     専門看護師の講義 

該当する到達目標 予習 がん看護専門看護師の役割と教育・資格制度を確認する 看護協会 HP 1.5 時間 

mailto:yoshikumi@takasaki-u.ac.jp
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1 復習 がん看護専門看護師の役割を復習する 1.5 時間 

6 

講義内容 第３章 がんサバイバーと家族を支える看護  2.がん看護のスペシャリストの活動 

該当する到達目標 

1 

予習 がん患者の看護に関する文献を購読しておくこと。 1.5 時間 

復習 授業で学習した内容に対する考察をまとめておくこと。 

 

1.5 時間 

7 

講義内容 【まとめ １】■ 

該当する到達目標 

1 

予習 がんサバイバーの時期と必要な看護について資料を読み直しておくこと。 1.5 時間 

復習 がんサバイバーへの看護についてこれまでの学習内容を加味し考察すること。 1.5 時間 

8 

講義内容 【まとめ 2】■ 

該当する到達目標 

1 

予習 第 1～7 回までの学習内容を振り返っておくこと。 1.5 時間 

復習 カンファレンスで検討された内容も含め、がんサバイバーシップを踏まえた看護につ

いて考察をすること。 

1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要が時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.履修条件 

 この科目は「成人看護学概論」および「成人看護学方法論Ⅱ-A」を履修していることが望ましい。 

3.ルール 

課題としてレポートの提出を求めることがあるが、手書きのみとする。 

4.授業の進め方 

1)教材として、テキストと教員の作成する授業資料を使用する。 

2)授業方法は、講義内容の要点について、事例を用いながら講義し、質問などに対しても具体的な説明をする。 

3)到達目標に向け学習が効果的に積み重ねられるよう、学習内容を体系的に提示し進めていく。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
  



325 
 

看 131 チーム医療アプローチ演習（小笠原映子）. 

科目名 チーム医療アプローチ演習（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS496 

英文名 Interprofessional Practice 講義形態 演習 
担当教員 小笠原映子（看護）、篠原智行（理学）、大林恭子（薬学）、木村憲洋（情報）、竹内真理（栄養） 

科目に関連した 
実務経験 

小笠原（看護）：看護師、訪問看護師として総合病院に勤務（経験） 
篠原（理学）：理学療法士として急性期、回復期病院に勤務（経験）。生活期病院に非常勤勤務。 
大林（薬学）：薬剤師として大学病院に勤務（経験） 
木村（情報）：病院経営企画及び診療情報管理にて病院に勤務（経験） 
竹内（栄養）：管理栄養士として国立病院機構に勤務（経験）。健大附属クリニック管理栄養士兼務。 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修・1 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ １．人間理解と倫理観   ４．国際理解 

✓ ２．論理的思考・問題解決力 ✓ ５．生涯学習力 

✓ ３．チームの一員としての協調・協働   

講義概要 
（テーマ・内容） 

チーム医療が必要な事例を用いて、福祉・医療系の各専門職の役割・活動および患者、家族に必

要な福祉・医療活動について検討する。さらにチーム医療を促進するための福祉・医療系専門職の

協働の必要性、および専門職の連携の課題について学ぶ。 
【授業期間全体を通じた授業の進め方】 
1 回目の講義は、テーマについて概要を説明する。授業はパワーポイントにより要点を提示する。 
2～8 回目の講義は、グループワークの形式で進める。 

到達目標 
1．各専門職の役割と活動について説明できる。 
2．チーム医療展開における情報伝達・共有の必要性について説明できる。 
3．チーム医療を促進するための福祉・医療系専門職の協働の必要性を説明できる。■ 
4．チーム医療における専門職の連携を促進するための課題を考察できる。■ 

評価方法 
1～4 回 ふりかえりシートの各回の記述内容、演習参加への積極性・授業態度 40％、5・6 回 模擬症

例の検討内容等 20％、7・8 回発表資料内容・発表態度、演習参加への積極性・授業態度 20％、ふりか

えりシート（レポート欄） 20％ 
使用教材 関連する資料を随時配布する。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

模擬症例検討を行う際には、グループごとに結果をまとめて発表させ、それに対して教員と他チー

ムの学生による検討を行いフィードバックする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

小笠原（看護）：月曜 3 限、5 号館 403
研究室 
篠原（理学）：水曜 3 限、3 号館 206 研

究室 
大林(薬学)：月曜 1 限、7 号館 307 研

究室 
木村（情報）：月曜 1 限 7 号館 610 研

究室 
竹内（栄養）：木曜 2 限、1 号館 308 研

究室 

メールアドレス 
（＃→＠） 

小笠原（看護）：

ogasawara#takasaki-u.ac.jp 
篠原（理学）：shinohara-
t#takasaki-u.ac.jp 
大林（薬学）：obayashi#takasaki-
u.ac.jp 
木村（情報）：norihiro#takasaki-
u.ac.jp 
竹内（栄養）：mtakeuchi#takasaki-
u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス / チーム医療アプローチについて 

該当到達目標 予習 チーム医療について調べておく。 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 演習の目標や進め方、提出物を確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 チームカンファレンスの目的と方法■ 

該当到達目標 予習 各専門職の役割、チームカンファレンスの目的について調べておく。 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 チームカンファレンスの目的、方法、留意点を整理する。 1.5 時間 

3 講義内容 効果的な情報伝達と共有①■ 
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該当到達目標 予習 情報伝達と共有方法について調べて考えておく。 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 情報伝達と共有方法の工夫を整理する。 1.5 時間 

4 
講義内容 効果的な情報伝達と共有② 
該当到達目標 予習 情報伝達と共有方法について調べて考えておく。 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 情報伝達と共有方法の工夫を整理する。 1.5 時間 

5 
講義内容 模擬症例検討①（模擬症例に対する自職種の役割、アプローチについて） 
該当到達目標 予習 疾病と治療について学習し、自職種の関わり方をまとめる 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 模擬症例への自職種の役割、アプローチを整理する。 1.5 時間 

6 
講義内容 模擬症例検討②（模擬症例に対する自職種の役割、アプローチについて） 
該当到達目標 予習 発表の準備をしておく。 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 模擬症例への自職種の役割、アプローチを整理する。 1.5 時間 

7 

講義内容 
模擬症例検討③（模擬症例への最善の医療に向けたチーム医療アプローチについて）＊グループ

ワーク■ 

該当到達目標 予習 
模擬症例への自職種の役割、アプローチを他職種に説明する方法について

準備しておく。 
1.5 時間 

1，2，3，4 復習 模擬症例への各職種の役割、チーム医療アプローチの意義を整理する。 1.5 時間 

8 
講義内容 

模擬症例検討④（模擬症例への最善の医療に向けたチーム医療アプローチについて）＊グループ

ワーク発表■ 

該当到達目標 予習 発表の準備をしておく。 1.5 時間 

1，2，3，4 復習 模擬症例への各職種の役割、チーム医療アプローチの意義を整理する。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

【履修条件】原則、チーム医療アプローチ論を履修していること。 
※単位取得に必要な時間を満たしていない場合：記載した予習・復習時間では単位修得に必要な時間に満たない

ため、各自で補完すること。 
【キーワード】専門職、チーム医療、多職種連携 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 132 統合実習（小池洋子）. 

科目名 統合実習（看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS497 

英文名 Integration for Nursing Practice:Praction 講義形態 実習 
担当教員 小池洋子 安野朝子 小笠原映子 （他、看護学科教員） 
科目に関連した 
実務経験 病院で看護部長として勤務（経験） 

学年・開講期 4 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

既習の知識と技術を統合し、地域包括ケアシステムをふまえた継続看護、チーム医療における協働

と連携、ならびに看護マネジメントを学び、看護実践能力を向上する。また、これまでの学習成果を

活用し、自主的に学習課題をみつけ実習に取り組み、職業人になるための態度を養う。 

到達目標 

１．医療と看護の継続を必要とする患者の入院から退院および外来通院までの継続看護の実際を

学び、患者および家族のニーズを理解し、ニーズを充足させるための方向性について考える。■ 
２．患者および家族をサポートするチーム医療の実際を通して、チームによる課題解決の方法を理

解し、チーム医療における看護職の活動と役割について考察する。■ 
３．看護サービス提供組織における看護サービスマネジメントについて理解する。■ 

評価方法 ・実習目標の達成度と実習態度が 80％、レポート評価 20％のうち合計 60％以上を合格とする。 

使用教材 
・統合実習要項、事前配布資料 
・関連科目のテキストや授業資料 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

実習記録、レポートに対して担当者からコメントを付して返却する。 
グループワークで話し合った内容について、必要時コメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 金曜日１～２限 412 研究室 メールアドレス 

（＃→＠） koike-y#takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

１． 実習期間および実習施設 
実習期間は 2 週間、施設実習を 5 日間、学内実習を 5 日間行う。実習は、県内病院とその関連施

設も含めて行う。 
２． 実習内容 
１） 看護職や多職種による患者支援について見学や説明を受ける。■ 
２） 様々なチームカンファレンス等の連携場面を見学する。■ 
３） 関係職種・関係機関との連携の実際、チームカンファレンスの実際について担当者より説明を受

ける。■ 
４） １）～３）の実習内容をとおし、チームにおける連携のあり方とチーム医療における看護職の役割

について、グループワーク等で意見交換する。 
５） 看護サービスマネジメントに関するオリエンテーションやレクチャー等を受ける。 
病棟等での看護活動を見学する。■ 

予習 
実習施設の概要を調べる。 
看護基盤科目、看護専門科目を振り返り、継続看護、チーム医療、看護サー

ビスマネジメントについて整理する。 
 適宜 

復習 一般目標に沿って学習成果をまとめる。  適宜 
合計時間（予習・復習）  時間 

備考 
・受講するためには、１・２・３年次までの看護専門科目群の必修科目の単位を全て習得していることが必要とな

る。 
・特に関連する科目や事前配布資料などの学習を推奨する。 
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・実習期間中は、臨地に入る前に既習の内容を確認するとともに、実習翌日に提出された記録用紙を確認し不足

を補うよう指導する。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 133 研究ゼミナール.  

科目名 研究ゼミナール （看護専門科目群・統合分野） 科目 
ナンバリング NRS498 

英文名 Nursing Research Seminar 講義形態 演習 
担当教員 看護学科 教員 

科目に関連した 
実務経験 

看護師あるいは助産師として病院に勤務（経験） 
保健師として保健所などに勤務（経験） 
養護教諭として教育機関などに勤務（経験） 

学年・開講期 4 年 通年 選必・単位数 必修 4 単位  
種別 看護師国家試験受験資格 指定科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観 ✓ 国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力 ✓ 生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

自らの関心に基づき、主体的にテーマを選び文献検討を踏まえて研究目的を明確にする。目的に沿った

研究手法を用いてデータ収集後に分析を行い、結果を考察し論文を作成する。その一連の過程を通し

て、研究的な思考（批判的思考・論理的思考）や態度を学ぶ。 

到達目標 

1. 文献検討を踏まえて研究の背景をとらえ、研究目的を明確化できる。 

2. 目的に適した研究方法を表現できる。 

3. 倫理的配慮を行いながらデータ収集とデータ分析ができる。 

4. 目的に向け結果について図表を用いてまとめ、その後、結果について焦点をしぼり考察できる。 

5. 研究論文と発表媒体を適切に作成できる。 

評価方法 
・研究への取り組み姿勢・態度、テーマの明確化、文献検討、研究計画、論文作成などを考慮し、各指導

教員が総合的に評価する。 

・総合評価 60 点以上を合格とする。 

使用教材 
看護研究概論の授業資料 

・他、小笠原知枝・松木光子編集：これからの看護研究―基礎と応用―,第 2 版,ヌーヴェルヒロカワ. 

 ISBN978-4-86174-012-1 など、担当教員が紹介する。 
参考文献 担当教員が紹介する。 
課題に対する 
フィードバック 

研究計画書など作成した資料にはコメントなどを付けて返却する。 
・分析結果や図表、また論文全体にコメントなどを付けて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

担当教員より説明を受ける 
（各担当教員の研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 各担当教員のアドレスを使用する 

1 
～30 講義内容 

4～5 月  研究を倫理的に進めるために必要な内容を含めた研究計画書を作成する。 

1) 研究の背景・動機が体系的を記載し研究目的を明確に記載する。 

2) 研究方法に対象者、調査方法、調査内容、分析方法、倫理的配慮などを記載する。 

6～7 月   計画書に記載した調査方法や調査内容を確認しながらデータを収集する。 

1) データ収集の手順や対象者への細かな配慮についても検討した上で、収集に取り組む。 

2) 得られたデータと研究目的や分析との適合性を確認し、データ収集を行う。 

8～9 月  計画書に記載した分析方法に基づき順序立て分析を行い、結果を図表も用いまとめる。 

1) データを計画書に記載した分析方法をもとに分析を行う。 

2) 分析結果に適した図表を作成し、結果を表現する。 

10～11 月  論文の内容を熟考し、表記の適切性にも考慮し作成する。 

1) 論文として緒言から結語まで、研究目的に対し一貫性や客観性を確認し作成する。 
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2) 研究目的へ対応し、研究結果に対する考察を作成する。 

3) 論文と図表、プレゼンテーション資料について適切な記載方法で作成する。 

卒業研究発表会において、研究のプロセスに沿って発表し成果を提示する。 

該当到達目標 予習 担当教員より説明をうけること 
 復習 担当教員より説明をうけること 

備考 

1.単位修得に必要な時間数を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要が時間に満たないため、各自で補完すること。 

2.履修条件 

 この科目は 3 年次後期まで開講されている「看護専門科目群」を履修していることが望ましい。 

3.ルール・授業外学習の進め方 

1)研究のプロセスにおける要点を理解しながら積極的に進めること。 

2)関連文献を有効に活用し研究活動を行うこと。  
  



331 
 

 
看 134 保健統計学（宮崎有紀子）.  

科目名 保健統計学（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP310 

英文名 Health Statistics 講義形態 講義 
担当教員 宮崎 有紀子 
科目に関連した 
実務経験 

・看護師として病院に勤務（経験） 
・保健師（非常勤）として健診業務等に従事（経験） 

学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

  人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

わが国の主要な衛生関係統計資料の概要、および公衆衛生看護活動の基盤となる健康指標につ

いて学び，地域の健康水準の把握方法を習得する．また，健康に関連するデータ解析に必要な統

計学の知識を習得する． 

到達目標 

1.地域診断に必要な統計資料の意義について理解でき，説明できる． 

2.健康水準を表す指標について理解でき，説明できる．■ 

3.指標の標準化の意義および算出方法について理解できる．■ 

4.データの整理，図表化，読み取り，考察ができる． 

5.基礎的な統計処理について理解できる． 

評価方法 小テスト 75%，提出物（レポート）25%，総合評価 60%以上を合格とする 

使用教材 

教科書 ・国民衛生の動向（厚生労働統計協会） 

・最新保健学 6  疫学／保健統計  編集・丸井英二 （メヂカルフレンド社）ISBN978-4-8392-2184-3 

・講義の内容をプリントにて配布する 

参考文献 授業中に紹介する 
課題に対する 
フィードバック レポートにコメントをつけて返却する 

オフィスアワー 
（研究室） 授業の前後（非常勤講師室） メールアドレス 

（＃→＠） miyazaki-yu#gchs.ac.jp 

1 
講義内容 統計の基礎 (1) 代表値とばらつき 
該当到達目標 予習 「最新保健学 6  疫学／保健統計」保健統計 第 1 章 3-A～3-D に目を通す 2 時間 

5 復習 課題プリントで復習する 2 時間 

2 
講義内容 統計の基礎 (2) 正規分布，二項分布 

該当到達目標 予習 「最新保健学 6  疫学／保健統計」保健統計 第 1 章 5-A～5-D に目を通す 2 時間 
5 復習 課題プリントで復習する 2 時間 

3 
講義内容 統計の基礎 (3) 推定と検定 

該当到達目標 予習 「最新保健学 6  疫学／保健統計」保健統計 第 1 章 4-A～4-C に目を通す 2 時間 
5 復習 課題プリントで復習する 2 時間 

4 
講義内容 統計の基礎 (4) さまざまな検定手法 
該当到達目標 予習 「最新保健学 6  疫学／保健統計」保健統計 第 1 章 6～10 に目を通す 2 時間 

5 復習 課題プリントで復習する 2 時間 

5 
講義内容 人口統計■ 
該当到達目標 予習 「国民衛生の動向」第 2 編第 1 章，2 章に目を通す 2 時間 

1,2 復習 課題プリントで復習する 2 時間 
6 講義内容 保健統計調査■ 
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該当到達目標 予習 「国民衛生の動向」第 2 編第 3 章，4 章に目を通す 2 時間 
1,2 復習 課題プリントで復習する 2 時間 

7 
講義内容 年齢調整の方法■ 
該当到達目標 予習 「最新保健学 6  疫学／保健統計」疫学 第 3 章 1-G に目を通す 1 時間 

3 復習 課題プリントで復習する 2 時間 

8 
講義内容 保健統計資料とグラフ作成 
該当到達目標 予習 「最新保健学 6  疫学／保健統計」保健統計 第 1 章 2-A, 2-B に目を通す 1 時間 

4 復習 課題レポートを作成する 2 時間 
合計時間（予習・復習） 30 時間 

備考 

授業は教科書と教員の作成するプリントを使って，要点をまとめていく．またパワーポイントにより図等の提示を行

っていく． 
予習・復習については試験前の学習で補完すること 
オフィスアワー：授業の前後 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 135 公衆衛生看護活動論Ⅰ（倉林しのぶ） . 

科目名 公衆衛生看護活動論Ⅰ（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP311 

英文名 Public Health NursingⅠ 講義形態 講義 
担当教員 倉林しのぶ、赤堀八重子 
科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 都道府県教育委員会・病院・事業所（倉林）、市町村役場（赤堀） 

学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域住民の健康生活を支援する公衆衛生看護活動の考え方と展開方法・技術を学ぶ。母子、成

人、高齢者等のライフサイクルに応じた個人と家族への支援、また集団を対象とした支援等、地域

における保健師活動の実際を学習する。 
授業期間全体を通じた授業の進め方 
・授業は、教科書と教員の作成するパワーポイント、資料を使用し、説明を行っていく。 
・演習は、指導場面のロールプレイ、グループワーク及び質疑応答の形式で進める。 

到達目標 

1.保健指導、家庭訪問、健康相談、健康教育、健康診査等における保健師活動の実際について学ぶこ

とができる。■ 

2.ライフサイクルにおける保健施策と保健師の役割について学ぶことができる。■ 

3.演習を通して基本的な保健指導技術を学ぶことができる。■ 

評価方法 演習参加度（30％）、授業参加度（30％）、授業態度（20％）、レポート（10％） 

使用教材 
最新保健師講座対象別公衆衛生看護活動 3 松田正巳著、医学書院（3,300 円＋税） 
国民衛生の動向、厚生労働統計協会編、厚生労働統計協会（2,500 円税込） 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

演習では、教員からのアドバイスを適宜行う。 
レポートには教員がコメントを入れて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

倉林：月曜日・火曜日１１:００～１３:００ 
（５号館４F408 研究室） 
赤堀：金曜日１３：００～１６：１５ 
（５号館４F407 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

倉林：kura#takasaki-u.ac.jp 

赤堀：akabori#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 母子保健活動 1 母子保健施策・母子保健計画■ 
該当到達目標 予習 教科書およびシラバスの内容を読み、講義の目標を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 講義内容を確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 母子保健活動 2 各種健康診査、予防接種■ 
該当到達目標 予習 母子保健活動における健康診査、予防接種について目を通しておく。 1.5 時間 

1,2 復習 母子保健活動における健康診査、予防接種について確認する。 1.5 時間 

3 
講義内容 成人保健活動 1 成人保健施策・成人保健活動■ 
該当到達目標 予習 特定健康診査・特定保健指導について目を通しておく。 1.5 時間 

1,2 復習 講義で学んだ内容について確認する。 1.5 時間 

4 
講義内容 成人保健活動 2 生活習慣病と保健指導■ 
該当到達目標 予習 メタボリックシンドローム、生活習慣病について目を通しておく。 1.5 時間 

1,2 復習 効果的な保健指導についてまとめる。 1.5 時間 

5 講義内容 成人保健活動 3 メンタルヘルス■ 
該当到達目標 予習 精神保健活動について目を通しておく。 1.5 時間 
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1,2 復習 講義で学んだことを確認する。 1.5 時間 

6 
講義内容 高齢者保健活動 1 保健福祉制度・介護保険■ 
該当到達目標 予習 高齢者保健活動に関する福祉制度、介護保険について目を通しておく。 1.5 時間 

1,2 復習 講義で学んだ知識を確認し、高齢者保健活動の全体像を理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 高齢者保健活動 2 要支援・要介護高齢者と介護者への援助■ 
該当到達目標 予習 要支援・要介護者について確認しておく。 1.5 時間 

1,2 復習 高齢者保健活動における保健師の役割についてまとめる。 1.5 時間 

8 

講義内容 演習オリエンテーション（課題の提示と準備） 

該当到達目標 予習 乳幼児の成長発達、乳幼児健診について確認しておく。特定健康診査・特定保健

指導の目的、内容について確認しておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 課題をまとめる。 1.5 時間 

9 
講義内容 演習準備（グループワーク、資料作成） 
該当到達目標 予習 資料作成に必要な基礎知識について確認しておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を作成する。 1.5 時間 

10 
講義内容 演習準備（グループワーク、資料作成） 
該当到達目標 予習 資料作成に必要な基礎知識について確認しておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を作成する。 1.5 時間 

11 
講義内容 演習（問診）■ 
該当到達目標 予習 演習準備で作成した資料や自身の役割を確認し、演習の準備をしておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 演習を通して学んだことについてまとめる。 1.5 時間 

12 

講義内容 演習（問診）■ 

該当到達目標 予習 演習準備で作成した資料や自身の役割を確認し、保健指導のロールプレイを行う

ための準備をしておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 演習を通して学んだことについてまとめ、保健指導技術についての確認を行う。 1.5 時間 

13 

講義内容 演習（保健指導）■ 

該当到達目標 予習 演習準備で作成した資料や自身の役割を確認し、保健指導のロールプレイを行う

ための準備をしておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 演習を通して学んだことについてまとめ、保健指導技術についての確認を行う。 1.5 時間 

14 

講義内容 演習（保健指導）■ 

該当到達目標 予習 演習準備で作成した資料や自身の役割を確認し、保健指導のロールプレイを行う

ための準備をしておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 習を通して学んだことについてまとめ、保健指導技術についての確認を行う。 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 講義で学んだことについて確認しておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 ライフサイクルに応じた保健師の役割を理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

●履修条件 
・保健師課程の必修科目である。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 136 公衆衛生看護活動論Ⅱ（倉林しのぶ） . 

科目名 公衆衛生看護活動論Ⅱ（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP411 

英文名 Public Health NursingⅡ 講義形態 講義 
担当教員 倉林しのぶ 赤堀八重子 
科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 都道府県教育委員会・病院・事業所（倉林）、市町村役場（赤堀） 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域住民の健康生活を支援する公衆衛生看護活動の考え方と展開方法・技術を学ぶ。地域住民のヘル

スニーズの把握方法と、ヘルスニーズに対応した地域保健活動の計画立案方法を理解する。 

授業期間全体を通じた授業の進め方 
・授業は、教科書と教員の作成するパワーポイント、資料を使用し、説明を行っていく。 
・演習は、グループワーク、質疑応答の形式で進める。 

到達目標 
1.地区視診の方法について理解できる。■ 

2.地区診断の方法について理解できる。■ 

3.保健事業計画立案の方法について理解できる。■ 

評価方法 試験６０％、演習２０％、授業参加度１０％、授業態度等１０％を総合して評価します。 
使用教材 最新保健学講座 公衆衛生看護管理論：平野かよ子，メジカルフレンド社，￥3000 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

講義で使用する既存資料、インターネットからの情報については、グループ（地区）ごとに解説する。プラ

ン検討時には助言を行う。 

オフィスアワー 
（研究室） 

倉林：月曜日・火曜日の１１:００～１３:００ 

（５号館４F408 研究室） 

赤堀：金曜日１３：００～１６：１５ 

（５号館４F407 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

倉林：kura#takasaki-u.ac.jp 

赤堀：akabori#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当到達目標 予習 テキストの内容に目を通す 1.5 時間 

1 復習 公衆衛生看護学実習に向けた事前学習として捉え目標を立てる 1.5 時間 

2 
講義内容 地区診断とは■ 
該当到達目標 予習 地域を診断するということの意味を考えてくる。 1.5 時間 

1 復習 地区診断の流れを PDCA サイクルの視点で見直す 1.5 時間 

3 
講義内容 既存資料からの情報収集①■ 
該当到達目標 予習 配布された既存資料に目を通しておく 1.5 時間 

1 復習 収集した情報をまとめる 1.5 時間 

4 
講義内容 既存資料からの情報収集②■ 
該当到達目標 予習 配布された資料およびインターネットから取得した情報に目を通しておく 1.5 時間 

1 復習 収集した情報をまとめる 1.5 時間 

5 
講義内容 地区視診① 
該当到達目標 予習 視診を実施する地域についての情報を収集しておく 1.5 時間 

1,2 復習 視診で得た情報をまとめる 1.5 時間 

6 講義内容 地区視診② 
該当到達目標 予習 視診を実施する地域についての情報を収集しておく 1.5 時間 
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1,2 復習 視診で得た情報をまとめる 1.5 時間 

7 
講義内容 地区視診③ 
該当到達目標 予習 視診を実施する地域についての情報を収集しておく 1.5 時間 

1,2 復習 視診で得た情報をまとめる 1.5 時間 

8 
講義内容 情報の整理 
該当到達目標 予習 視診で得た情報を整理し一覧にする 1.5 時間 

1,2 復習 グループで持ち寄った情報を見直す 1.5 時間 

9 
講義内容 情報の分析、健康課題抽出①■ 
該当到達目標 予習 視診で得た情報および既存資料からの情報を整理する 1.5 時間 

2,3 復習 整理しまとめた情報から導き出される課題を検討する。 1.5 時間 

10 
講義内容 情報の分析、健康課題抽出②■ 
該当到達目標 予習 視診で得た情報および既存資料からの情報を整理する 1.5 時間 

2,3 復習 整理しまとめた情報から導き出される課題を検討する。 1.5 時間 

11 
講義内容 地域保健活動計画立案①■ 
該当到達目標 予習 導き出された課題と得られた情報を再度見直しプランを検討する。 1.5 時間 

2,3 復習 検討されたプランが地域のニーズに結びついているか検討する。 1.5 時間 

12 
講義内容 地域保健活動計画立案②■ 
該当到達目標 予習 導き出された課題と得られた情報を再度見直しプランを検討する。 1.5 時間 

2,3 復習 検討されたプランが地域のニーズに結びついているか検討する。 1.5 時間 

13 
講義内容 地域保健活動計画立案③■ 
該当到達目標 予習 導き出された課題と得られた情報を再度見直しプランを検討する。 1.5 時間 

2,3 復習 検討されたプランが地域のニーズに結びついているか検討する。 1.5 時間 

14 
講義内容 発表・情報の共有 
該当到達目標 予習 PDCA サイクルに沿った発表方法を検討する。 1.5 時間 

2,3 復習 各グループ（各地域）のニーズとプランを理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 各グループ（各地域）のニーズとプランを見直す。 1.5 時間 

1, 2,3 復習 地域診断から導き出されるニーズとプラン、評価について理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

 ・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

●履修条件 
・保健師課程の必修科目である。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 137 母子保健論（赤堀八重子）.  

科目名 母子保健論（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP410 

英文名 Maternal and Child Health 講義形態 講義 
担当教員 赤堀八重子 
科目に関連した 
実務経験 

保健師として勤務経験：市町村役場（母子事業担当） 

看護師としての勤務経験：病院（小児科病棟） 
学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修１単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域における主な母子保健施策および母子保健活動の実際について学び、母子の健康生活を支

援するために必要な知識・技術を習得する。 
授業期間全体を通じた授業の進め方 
・授業においては、教科書と教員の作成するパワーポイント、資料を使用し、説明を行っていく。 
・演習は、指導場面のロールプレイ、グループワーク及び質疑応答の形式で進める。 
・事例検討は、グループワーク、質疑応答の形式で進める。 

到達目標 

1.母子保健の現状と課題、主な保健施策について理解することができる。■ 

2.乳幼児の発育・発達の評価ができる。■ 

3.育児に関する課題や悩みについて理解し、課題解決に向けて支援することができる。■ 

4.虐待の予防と対応、および連携する組織について理解することができる。■ 

5.母子保健事業に関わる連携職種や住民組織について理解することができる。■ 

評価方法 授業参加度・態度（20％）、演習態度（10％）、試験（70％） 

使用教材 最新保健師講座対象別公衆衛生看護活動 3 松田正巳著、医学書院（3,300 円＋税） 
国民衛生の動向、厚生労働統計協会編、厚生労働統計協会（2,500 円税込） 

参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

事例検討では、教員からのアドバイスを適宜行う。 

レポートにはコメントをつけて返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

金曜日１３：００～１６：１５ 
（５号館４F407 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） akabori#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 母子保健の概要 
該当到達目標 予習 教科書およびシラバスの内容を読み、講義の目標を理解する。 1.5 時間 

1.5 復習 講義内容を確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 乳幼児健康診査と発育・発達評価■ 
該当到達目標 予習 乳幼児の発育・発達について目を通しておく。 1.5 時間 

2 復習 乳幼児の発育・発達、評価法について確認する。 1.5 時間 

3 
講義内容 栄養指導■ 
該当到達目標 予習 妊娠期の栄養について、離乳食について目を通しておく。 1.5 時間 

3 復習 講義で学んだことを基に、栄養指導における保健師の役割を理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 育児相談■ 
該当到達目標 予習 乳幼児健診時に多い、相談内容について目を通しておく。 1.5 時間 

3.4 復習 育児相談における保健師の役割について確認し、理解する。 1.5 時間 

5 講義内容 家庭訪問計画■ 
該当到達目標 予習 家庭訪問の意義・目的について目を通しておく。 1.5 時間 
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2.3.4 復習 家庭訪問の必要性について理解を深める。 1.5 時間 

6 
講義内容 家庭訪問（演習）■ 
該当到達目標 予習 演習がスムーズに実施できるよう、家庭訪問の実際について目を通しておく。 1.5 時間 

2.3.4 復習 演習で気づいた点、学んだことをまとめ、理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 ハイリスク事例の検討■ 
該当到達目標 予習 ハイリスクの児の支援に関連する法律やサービスについて確認しておく。 1.5 時間 

1.3.4.5 復習 事例検討を振り返り、支援の方法について理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 母子保健論での学びを確認しておく。 1.5 時間 

1.2.3.4.5 復習 母子保健活動における制度、保健師の役割について確認する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
●履修条件 
・保健師課程の必修科目である。 

■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 138 産業保健論（帆苅なおみ）.  

科目名 産業保健論（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP412 

英文名 Occupational Health & Nursing 講義形態 講義 
担当教員 帆苅 なおみ 
科目に関連した 
実務経験 産業保健師として、企業に勤務（現在） 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修 1 単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

  人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

産業保健の目的は「仕事」と「健康」の調和である。40 年以上に及ぶ労働生活では様々なライフイ

ベントがあり、環境変化に応じた健康維持・疾病コントロールを労働者自ら実践できる力を持つこと

が重要である。そのことは、労働生活を終えた後のその後の健康にも大きく影響する。本講義では、

労働生活を支える産業保健師の役割を理解し、働く人の健康管理の実際について学ぶ。 
 
授業では、教科書と教員の作成するプリントを使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の提

示及び、講義の後半ではグループワークを取り入れて講義の理解を深められる工夫を行う。 

到達目標 

1. 産業保健師が事業者、労働者の双方に対して行う支援を理解することができる。■ 
2． 個人・組織に対するアセスメントを行い、組織的な活動を展開できる。■ 
3． わが国の安全衛生の課題と対策を理解し、産業保健師の活動と連動して理解することが

できる。■ 
4． 保健活動における地域・職域連携の実際について理解することができる。■ 

評価方法 試験 70％、授業参加度・授業態度等 30％を総合して評価します。 

使用教材 教科書：荒木田美香子：「公衆衛生看護活動Ⅱ」学校保健・産業保健，医歯薬出版株式会社 
その他：補足資料として PPT 資料を配布します。 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 試験解答用紙に記載事項へのコメントをつけて返却をする。 

オフィスアワー 
（研究室） 

 メールアドレス 
（＃→＠）  

1 
講義内容 産業保健の目的、産業保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 教科書第 9 章に目を通す １ 時間 

1 復習 産業看護職の役割と活動の目的を理解できるよう復習する １ 時間 

2 
講義内容 産業保健を支える行政体系と法体系、労働衛生の動向 
該当到達目標 予習 教科書第 10 章・11 章、１回目の講義資料に目を通す １ 時間 

3 復習 産業看護の現状と課題について統計値や傾向を復習する １ 時間 

3 
講義内容 健康・労働衛生管理における個人・組織のアセスメント■ 
該当到達目標 予習 教科書 12 章、2 回目講義資料に目を通す １ 時間 

2 復習 個人・組織のアセスメント方法について復習する。 １ 時間 

4 
講義内容 主な産業保健の実際①■ 
該当到達目標 予習 教科書 13 章、3 回目講義資料に目を通す １ 時間 

1,2,3 復習 産業看護活動の実際を PDCA サイクルで理解する １ 時間 

5 
講義内容 主な産業保健の実際②■ 
該当到達目標 予習 教科書 14 章、4 回目講義資料に目を通す １ 時間 

1,2,3 復習 産業看護活動の実際を PDCA サイクルで理解する １ 時間 
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6 
講義内容 産業看護の課題と地域・職域連携による保健活動■ 
該当到達目標 予習 教科書 14 章、5 回目資料に目を通す １ 時間 

4 復習 地域・職域連携の保健活動の必要性と実際を理解する。 １ 時間 

7 
講義内容 働く人の健康課題と対策 グループワーク■ 
該当到達目標 予習 今までの講義資料に目を通す １ 時間 

1,2,3,4 復習 グループワークでの気づきを振り返り理解を深める １ 時間 

8 
講義内容 まとめ■ 
該当到達目標 予習 今までの講義資料に目を通し、質問事項を考える １ 時間 

1,2,3,4 復習 全講義を通じて学んだこと、気づいたことをまとめる １ 時間 
合計時間（予習・復習） 16 時間 

備考 予習復習については、試験前後の学習で補完すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 139 学校保健論（青柳千春）docx.  

科目名 学校保健論（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP413 

英文名 School Health Theory 講義形態 講義 
担当教員 青栁千春 
科目に関連した 
実務経験 

養護教諭として小・中学校に勤務小・中学校に勤務（経験） 

学校保健担当の指導主事として教育センターに勤務（経験）  
学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修 １単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

  人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学校保健の目的・意義を理解し、児童生徒の現代的健康課題に対する対応策及び学校保健活動にお

ける教諭・養護教諭等の職務と役割について学ぶ。 

到達目標 
1.学校保健関係法令、学校保健の領域構造とその活動内容について説明することができる。 

2.学校保健活動における教諭・養護教諭等の職務内容と役割について説明することができる。■ 

3.児童生徒の具体的な健康課題及びその対応策について説明することができる。 

評価方法 筆記試験（５０％）提出物、授業への参加度・学習態度等（５０％） 

使用教材 
「新養護概説第 11 版」 采女智津江  少年写真新聞社 及び配布プリント 

DVD「新・地域看護活動とヘルスプロモーション 第 4 巻 学校保健」 
参考文献  

課題に対する 
フィードバック 

レポート及びワークシートにはコメントをつけて返却する。 

定期試験の後に、出題の意図を掲示によって示す。 

オフィスアワー 
（研究室） 木曜日の 1 限・金曜日の 2 限 メールアドレス 

（＃→＠） aoyagi#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 学校保健の目的と内容 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解する 1.5 時間 

1，3 復習 学校保健活動の目的・意義、対象・領域、学校保健活動の歴史、養護教諭の職

務と活動内容を理解する 1.5 時間 

2 
講義内容 子供の現代的な健康課題とその対応（１） 

該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 
2 復習 子供の健康問題の推移や現代的な健康課題の発生要因について理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 子供の現代的な健康課題とその対応（２） 

該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 
2，3 復習 生活習慣の乱れ、メンタルヘルスの問題、性に関する問題について理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 保健教育■ 

該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 
1，2 復習 学校で行われる保健教育について理解する 1.5 時間 

5 

講義内容 学校における保健管理（１）～救急処置及び健康診断■ 

該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 

1，2，3 復習 
学校における救急措置及び健康診断の意義と目的、計画の立て方と実施の流

れ、職員の健康診断、就学時健康診断について理解する 
1.5 時間 

6 講義内容 学校における保健管理（２）～健康観察及び疾病管理■ 
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該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 

1，2，3 復習 
健康観察の目的、機会と内容、手順、と疾病管理の目的、注意事項、実際につい

て理解する。学校で行われる救急処置、感染症対策、アレルギー対応、医療的ケ

アについて理解する 

1.5 時間 

7 
講義内容 学校における保健管理（３）～学校環境衛生及び危機管理 

該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 
1，2,3 復習 境衛生及び学校安全と危機管理について理解する 1.5 時間 

8 

講義内容 保健組織活動及び精神保健■ 

該当到達目標 予習 配布された資料・教科書に目を通しておく 1.5 時間 

1，2，3 復習 
学校で行われている保健組織活動を理解する。児童生徒の精神保健の現状及

び学校における健康相談の基本的な考え方や進め方を理解する 
1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
授業は教科書と教員の作成するプリントを使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の提示を行っていく。ま

た事例を示しグループワークにより課題解決学習も取り入れる。課題に対するレポート提出１回。 

■：実務経験に基づく内容を示す  
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看 140 健康危機管理論（青栁千春）.  

科目名 健康危機管理論（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP414 

英文名 Health Crisis Management 講義形態 講義 
担当教員 倉林しのぶ 赤羽潤子 
科目に関連した 
実務経験 

日本防災士会群馬支部副支部長として活動（赤羽） 

保健師としての勤務経験： 都道府県教育委員会・病院・事業所（倉林） 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修・1 単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

自然災害、大規模な事故、感染症等、個人が日常的に遭遇する病気や事故とは規模・性質の異な

る健康の安全を脅かす状況に対する公衆衛生上の体制、対応と、保健師がかかわる健康危機管

理事例について学習する。 
授業の進め方：健康危機発生時の体制及び組織における保健師の管理能力について学習します｡

また、自然災害が起きたことを想定した机上での演習を行います。保健師は地域で住民を対象とし

た災害保健活動に関わることも多いため､地域看護･地域看護管理で学んだ知識を基に､さらに理解

を深めてください｡ 

到達目標 

1.健康危機管理システムと保健所、市町村等の役割について理解できる。■ 

2.平常時、災害発生時、災害復旧・復興対策期等、各期に応じて必要な保健師の活動が理解できる。■ 

3.地域住民への啓発と相互支援力について理解することができる。■ 

4.健康危機管理に必要な保健師の管理能力について理解することができる。■ 

評価方法 授業・演習参加度 60%、レポート 40% 
使用教材 資料を配布する 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック 

国家試験過去問題についてはその都度解答について解説をし、講義と問題を結び付けて考えられるよう

にする。 
オフィスアワー 
（研究室） 

月曜日・火曜日の１１:００～１３:００ 

（5 号館４F４０８研究室） 
メールアドレス 
（＃→＠） kura#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 健康危機管理システムと対策■ 
該当到達目標 予習 テキストに目を通してくる 1.5 時間 

1，2 復習 危機管理に関する保健所・市町村の役割について理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 災害と保健活動① 
該当到達目標 予習 テキストの災害各期の保健活動のページを読んでくる。 1.5 時間 

1，2 復習 災害各期に必要な支援について理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 災害と保健活動② 
該当到達目標 予習 テキストの災害各期の保健活動のページを読んでくる。 1.5 時間 

1，2，3 復習 災害各期の保健所・市町村保健師の役割を理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 災害と保健活動➂ 
該当到達目標 予習 災害に関する保健師国家試験の過去問題を解く 1.5 時間 

1，2，3 復習 国試過去問の見直しをする 1.5 時間 

5 
講義内容 演習（自然災害時の対策と対応①）■ 

該当到達目標 予習 事前に配布された資料を読んでおく 1.5 時間 
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3，4 復習 自分の住んでいる地域の災害マップを確認する 1.5 時間 

6 
講義内容 演習（自然災害時の対策と対応②）■ 

該当到達目標 予習 事前に配布された資料を読んでおく 1.5 時間 
3，4 復習 自分の住んでいる地域の災害マップを確認する 1.5 時間 

7 
講義内容 演習（自然災害時の対策と対応➂）■ 

該当到達目標 予習 事前に配布された資料を読んでおく 1.5 時間 
3，4 復習 自分の住んでいる地域の災害マップを確認する 1.5 時間 

8 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 １～７回の講義資料の見直し 1.5 時間 

3，4 復習 各自治体単位での災害危機管理体制について理解する 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
・記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
■実務経験に基づく内容を示す 
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看 141 公衆衛生看護組織論（依田裕子）.  

科目名 公衆衛生看護組織論（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP415 

英文名 Organization Theory in Public Health Nursing 講義形態 講義 
担当教員 依田裕子 
科目に関連した 
実務経験 保健師とし県医務課及び保健所・こころの健康センターに勤務（経験） 

学年・開講期 4 年 後期 選必・単位数 必修・1 単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地方自治体における保健計画策定・施策化・予算の仕組みについて学ぶ。また、関係機関、地区組織と

の連携及び地域ケアシステムの構築について学ぶ。 

授業の進め方：テキスト中心に行うが、補足的内容を含め教員が作成したパワーポイント及び資料

を使い解説する。 
グループワークによる演習が入ることがある。 

到達目標 
1. 地方自治体における計画策定・施策化・予算のしくみについて理解できる。■ 

2. 保健活動に関係する組織や関係者間の連携について理解できる。■ 

3. 他区組織やグループ活動支援における保健師の役割について理解できる。■ 

評価方法 定期試験 90%、演習発表 10% 

使用教材 
テキスト「公衆衛生看護管理論」平野かよ子編，メジカルフレンド社 

 講義のスライドを随時プリントして配布する。  

参考文献  
課題に対する 
フィードバック 演習発表については個別にコメントする。 

オフィスアワー 
（研究室） 講義開始後に提示する メールアドレス 

（＃→＠） 講義開始後に提示する 

1 
講義内容 保健福祉計画の策定と予算１ 保健福祉対策■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 

1,2 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 

2 
講義内容 保健福祉計画の策定と予算２ 予算の仕組み■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 

1,2 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 

3 
講義内容 公衆衛生看護管理１ 管理の特色と基本 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 

2,3 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 

4 
講義内容 公衆衛生看護管理２ 情報管理・組織運営■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 

2,3 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 

5 
講義内容 公衆衛生看護管理３ 業務管理・予算管理・人事管理■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 

1,2,3 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 
6 講義内容 地域ケアシステムづくり１ 組織・機関、ケアシステムの概念、ケアシステムの構築■ 
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該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 
2,3 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 

7 
講義内容 地域ケアシステムづくり２ ケアシステムの構築のポイント、資質■ 
該当到達目標 予習 テキストの該当箇所を読んでくること 1.5 時間 

2,3 復習 テキスト、資料の見直しをする 1.5 時間 

8 
講義内容 地域ケアシステムと保健師の役割■ 
該当到達目標 予習 第７回までの資料に目を通しておく 1.5 時間 

2,3 復習 ,全講義の復習をし地域ケアシステムと保健師の役割について理解する 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

●履修条件 
・保健師課程の必修科目である。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 142 公衆衛生看護学実習Ⅰ（倉林しのぶ） . 

科目名 公衆衛生看護学実習Ⅰ（保健師課程科目） 
科目 
ナンバリング NRP312 

英文名 Public Health Nursing: PracticumⅠ 講義形態 実習 
担当教員 倉林しのぶ 赤堀八重子 
科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 都道府県教育委員会・病院・事業所（倉林）、市町村役場（赤堀） 

学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数  
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域および地域に暮らす人々の特徴とニーズを理解した上で、地域住民を対象とした「健康教育」を

実施する。対象地域に即したテーマの選定、企画、運営、評価、また、地域住民との関わりを通し

て、公衆衛生看護活動の具体的な理解を深める。 

到達目標 
1.保健指導技術のひとつである「健康教育」の目的と役割を理解できる。■ 

2.地域の課題を明確にし、優先順位と目標を設定した上で計画を立案し実施できる。■ 

3.健康教育実施後に、そのプロセス評価ができる。■  
評価方法 実習 90％（準備、実施、実習態度、報告会参加度、記録物など）、レポート 10％ 
使用教材 実施する健康教育のテーマに関する資料  
参考文献 健康教育のテーマに関する 
課題に対する 
フィードバック 

健康教育の実践に向けた健康教育計画書等の資料については、教員が確認し、口頭及びコメントを

付して、返却する。  

オフィスアワー 
（研究室） 

倉林：月曜日・火曜日１１:００～１３:００ 
（５号館４F408 研究室） 
赤堀：金曜日１３：００～１６：１５ 
（５号館４F407 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

倉林：kura#takasaki-u.ac.jp 

赤堀：akabori#takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

健康教育の実践は、地域公民館で実施する。 

グループワークには積極的に参加し、情報共有を図ったうえで企画に結びつけること。 

健康教育の実施当日は、住民やボランティアの方々と積極的にコミュニケーションをとりながら進めるこ

と。 

※健康教育のテーマは、実習先により異なるが、次に掲げる事項を視点におき実習を行う。健康教育計

画書や媒体の作成に関しては、担当教員から適宜指導を受ける。1）既存のデータや地区踏査を通して、

対象とする地域の特徴を理解する。2）地域で活動する民生委員やボランティアとの関わりの中で、地域

の特徴や住民のニーズを理解する。3）対象に合ったテーマを選定し、健康教育の企画立案を行う。4）対

象の特徴や条件を考慮した健康教育の運営を行う。5）対象にあわせた媒体を使用し、効果的な健康教

育を実施する。6）実施した健康教育を評価し、地域にフィードバックする。■ 

予習 健康教育の目的、地区踏査の目的の把握、高齢者保健活動、健康教育のテ

ーマに関する資料の確認、健康教育等の評価法の確認  時間 

復習 健康教育テーマに関する情報等の確認、教員からのアドバイスの確認、健康

教育を実施して学んだことについてのまとめ、報告会用資料準備 
 時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 
●履修条件 
・２年次後期までに開講されている必修単位のすべてを修得し、保健師課程の履修が認められていること。 
■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 143 公衆衛生看護学実習Ⅱ（倉林しのぶ） . 

科目名 公衆衛生看護学実習Ⅱ（保健師課程科目） 科目 
ナンバリング NRP416 

英文名 Public Health Nursing: PracticumⅡ 講義形態 実習 
担当教員 倉林しのぶ 赤堀八重子 
科目に関連した 
実務経験 保健師としての勤務経験： 都道府県教育委員会・病院・事業所（倉林）、市町村役場（赤堀） 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 必修３単位 
種別 保健師国家試験受験資格 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 
✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

地域社会で生活する住民や家族の保健ニーズと地域の健康課題を包括的にとらえ、課題を解決するた

めの公衆衛生看護活動の基本的実践方法を習得する。 

実習期間全体を通じた実習の進め方 
・保健所実習４日間、市町村実習８日間、学内実習３日間である。 
・学内実習は、主にグループワークの形式で進める。 
・市町村において実施する健康教育は、事前に担当教員が指導を行う。 

到達目標 

1.公衆衛生に関連する法・制度を理解できる。■ 

2.保健所・保健福祉事務所および市町村の役割・機能を理解できる。■ 

3.保健所・保健福祉事務所に所属する保健師、および市町村に所属する保健師の役割・機能を理解でき

る。■ 

4.地域住民の生活や保健に関する情報から、地域特性を把握し、健康課題を抽出することができる。■ 

5.保健所、市町村で行われている保健事業に参加体験し、各種保健事業の目的や展開プロセスについ

て理解することができる。■ 

6.公衆衛生看護活動における他職種（事務職、福祉職、医療職など）や関係機関との連携の実際を知り、

その必要性を理解できる。■ 

評価方法 実習 80％（事前学習、準備、実習態度、カンファレンス参加度、記録物など）、レポート 20％ 
使用教材 各保健所・市町村における保健事業計画など 

参考文献 
最新保健師講座対象別公衆衛生看護活動 3 松田正巳著、医学書院（3,300 円＋税） 
国民衛生の動向、厚生労働統計協会編、厚生労働統計協会（2,500 円税込）、その他事業に関する

資料等 
課題に対する 
フィードバック 

記録に関しては実習指導者および教員が確認し、コメントまたは確認印を押して返却する。 

実習報告会に向けて作成した資料は資料集として当日配布を予定している。 

オフィスアワー 
（研究室） 

倉林：月曜日・火曜日１１:００～１３:００ 
（５号館４F408 研究室） 
赤堀：金曜日１３：００～１６：１５ 
（５号館４F407 研究室） 

メールアドレス 
（＃→＠） 

倉林：kura#takasaki-u.ac.jp 

赤堀：akabori#takasaki-u.ac.jp 

講義内容 

群馬県内の保健所および市町村において、３週間の実習を行う。保健所では主に広域的・専門的

な公衆衛生看護活動の実際を学ぶ。市町村では地域の特性と地域に暮らす人々の健康課題を把

握し、市町村で展開される公衆衛生看護活動の実際を学ぶ。 
保健所・市町村それぞれの公的機関としての機能・役割および保健師の機能・役割を理解し、公衆

衛生看護活動について総合的に学ぶ。 
※実習内容の詳細は配属される実習先により異なるが、次に掲げる事項について学生は実習指導

者による指導を受ける。 
1）保健所および関係職種、地域住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションなどの円滑な 
人間関係の形成について 
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2）個人および家族、地域住民との援助関係の形成、個人および家族、地域住民への権利擁護及び 
支援（エンパワメントを含む。）とその評価。 

3)多職種連携をはじめとする支援におけるチ－ムアプローチの実際や根拠法に基づくサービスの実 
際、行政組織の一員としての役割と責任への理解■ 

予習 実習先に関する予習、参加する事業の根拠法等、実習指導で準備した資料の

確認  時間 

復習 事業の根拠法の確認、実習先で教わったこと得た体験のまとめ、報告会用資

料準備 
 時間 

合計時間（予習・復習）  時間 

備考 

●履修条件 
・３年次後期までに開講されている看護専門科目群及び保健師資格に関わる必修科目の単位をすべて修得して 
いること。 

■：実務経験に基づく内容を示す 
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看 144 学校保健（青柳千春）. 

科目名 学校保健（養護に関する科目） 科目 
ナンバリング NRT220 

英文名 School Health 講義形態 講義 
担当教員 青栁千春 
科目に関連した 
実務経験 

養護教諭として小・中学校に勤務小・中学校に勤務（経験） 

学校保健担当の指導主事として教育センターに勤務（経験） 
学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 養護教諭一種免許 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

  人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学校保健の目的・意義を理解するとともに、保健管理・保健教育に関する基礎的知識と技術を習得し

て、養護教諭として学校保健活動をすすめるために必要な実践力の基礎を身に付ける。 

到達目標 

１．学校教育の目標、学校保健の目標を述べることができる。 

２．学校が抱える課題を説明することができる。 

３．保健教育の内容と機会、教職員の役割を理解している。 ■ 

４．保健管理の内容と教職員の役割を理解している。 ■ 

５．組織活動の内容と、連携について理解している。 ■ 

６．関連法規を理解している。 
評価方法 筆記試験（５０％）、提出物、授業への参加度・学習態度等（５０％） 

使用教材 
教員採用試験対策 ステップアップ問題集１１ 専門教科・養護教諭 東京アカデミー 
配布資料 
DVD「新・地域看護活動とヘルスプロモーション 第 4 巻 学校保健」 

参考文献 「新養護概説〈第１１版〉」采女智津江 少年写真新聞社 

「養護教諭のための学校保健〈第 13 版〉」 出井 美智子他  少年写真新聞社 
課題に対する 
フィードバック 

レポート及びワークシートにはコメントをつけて返却する。 

定期試験の後に、出題の意図を掲示によって示す。  
オフィスアワー 
（研究室） 木曜日の 1 限・金曜日の 2 限 メールアドレス 

（＃→＠） Aoyagi#takaskai-u.ac.jp 

1 
講義内容 オリエンテーション、学校保健の目的と内容 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解する 1.5 時間 

1，2 復習 学校保健活動の目的・意義、対象・領域、学校保健活動の歴史について理解する 1.5 時間 

2 
講義内容 児童生徒の心身の発達と健康（１） 
該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

2 復習 心身の発達、形態の発育,体力・運動能力の現状について理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 児童生徒の心身の発達と健康（２） 
該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

2 復習 児童生徒の健康課題(不登校、いじめ、虐待、発達障害)について理解する 1.5 時間 

4 

講義内容 健康診断 ■ 

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

4，5，6 復習 健康診断の意義と目的、計画の立て方と実施の流れ、職員の健康診断、就学時

健康診断について理解する 1.5 時間 

5 講義内容 健康観察・保健指導 ■ 

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
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4，5，6 復習 健康観察の目的、機会と内容、手順について理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 疾病管理  

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
4，5，6 復習 疾病管理の目的、注意事項、実際について理解する 1.5 時間 

7 
講義内容 感染症対策  

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
4，5，6 復習 感染症発生の 3 大要因と予防法を理解し、レポートに取り組む。 1.5 時間 

8 

講義内容 救急処置（1）   

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

4，5，6 復習 学校における救急処置の目的、適切な見極めと判断、救急体制づくりを理解す

る。 1.5 時間 

9 
講義内容 救急処置（２）   

該当到達目標 予習 配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
4，5，6 復習 応急手当てをできるようにする  時間 

10 
講義内容 学校安全  
該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

4，5，6 復習 危機管理および学校安全の構造を理解する 1.5 時間 

11 

講義内容 健康教育（1） 

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

3，5，6 復習 保健教育の領域と特質、教科保健と特別活動の目標と内容、指導、評価の違い

について理解する 1.5 時間 

12 
講義内容 健康教育（２） 

該当到達目標 予習 指導案を作成し、模擬授業の準備をする 1.5 時間 
3，5，6 復習 模擬授業を振り返り、指導案や資料の修正を行い、提出する 1.5 時間 

13 

講義内容 精神保健 

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

2，4，5  復習 学校保健における精神・心理的疾患及び特別支援教育について理解するレポー

トを作成して提出する 1.5 時間 

14 
講義内容 学校環境衛生 
該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

4，5，6 復習 学校環境衛生の目的、法的根拠と学校環境衛生規準について理解する 1.5 時間 

15 

講義内容 学校保健計画及び保健組織活動 ■ 
該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1,5  
  

復習 学校保健計画の法的根拠とその意義及び保健室経営の在り方について理解す

るとともに、参加した学校保健委員会の振り返りを行いレポートを提出する 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
授業は教科書と教員の作成したプリントを使って、講義内容を説明し、後半は質疑応答形式で進める。課題に対するレ

ポート提出 2 回と学習指導案の提出 1 回。 

■：実務経験に基づく内容を示す  
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看 145 養護概説（青柳千春）. 

科目名 養護概説（養護に関する科目） 科目 
ナンバリング NRT221 

英文名 School Health Nursing 講義形態 講義 
担当教員 青栁千春 
科目に関連した 
実務経験 

養護教諭として小・中学校に勤務小・中学校に勤務（経験） 

学校保健担当の指導主事として教育センターに勤務（経験） 
学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 必修 2 単位 
種別 養護教諭一種免許 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

  人間理解と倫理観   国際理解 
  論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 
  チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

学校保健を推進する中核的役割を持つ養護教諭の職務と機能、役割を理解し、児童生徒の健康問題の

解決方法と技術について、専門的・実践的に学習する。 

到達目標 
1.養護の本質や概念、職務内容について、説明することができる。 ■ 

2.保健室経営計画の作成の目的や手順を説明することができる。 ■ 

3.教科保健（保健学習）の指導案を作成することができる。 

評価方法 筆記試験（５０％）、提出物、授業への参加度・学習態度等（５０％） 

使用教材 
「新養護概説〈第１１版〉」采女智津江 少年写真新聞社 

配布資料 

参考文献 「養護教諭のための学校保健〈第 13 版〉」 出井 美智子他  少年写真新聞社 
課題に対する 
フィードバック 

レポート及びワークシートにはコメントをつけて返却する 

作成した指導案は冊子にして配布する  
オフィスアワー 
（研究室） 木曜日の 1 限・金曜日の 2 限 メールアドレス 

（＃→＠） Aoyagi#takaskai-u.ac.jp 

1 

講義内容 養護教諭の職務 ■ 

該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解する 1.5 時間 

1 復習 養護教諭の制度の変遷、養護教諭に関する法律・審議会答申等、養護教諭の職

業倫理、養護教諭の役割について理解する 1.5 時間 

2 

講義内容 学校教育と学校保健 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1 復習 
教育行政、教育の目的、学校教育と学校保健関係法令、教育課程と学習指導要

領、学校における健康教育について理解する 
1.5 時間 

3 

講義内容 子どもの心身の発達と健康 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1 復習 子どもの身体面、知的学習面、情緒面、心理面、社会性に関する発育発達を理

解する 1.5 時間 

4 

講義内容 子どもの現代的な健康課題とその対応 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1，2，3 復習 
子どもの健康問題の推移、ヘルスプロモーションの理念を生かした健康教育の推

進について理解する 
1.5 時間 

5 
講義内容 保健管理（１）学校における救急処置 ■ 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
1 復習 学校における救急処置の目的 、適切な見極めと判断、 救急体制づくりについて 1.5 時間 
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理解するとともに、簡単なけがの手当てができるようにする 

6 
講義内容 保健管理（２）健康診断  

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
1 復習 健康診断の意義と目的、法的根拠、計画の立て方と実施の流れを理解する 1.5 時間 

7 

講義内容 保健管理（３）健康観察と疾病管理 ■ 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1 復習 
健康観察の目的、機会と内容、法的根拠及び疾病管理の目的と内容及び留意点

について理解する 
1.5 時間 

8 

講義内容 保健管理（４）精神保健・健康相談と養護教諭の役割 ■ 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1 復習 
子どもの心の健康問題と対応に当たっての留意点、健康相談及び教育相談の基

本的な考え方と養護教諭の役割を理解する 
1.5 時間 

9 

講義内容 保健管理（５）学校環境衛生 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1 復習 
学校環境衛生の目的、学校環境衛生の法的根拠と学校環境衛生基準、学校環

境衛生に関する活動における養護教諭の役割を理解する 
 時間 

10 

講義内容 保健室経営 ■ 

該当到達目標 予習 問題集及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

2，3 復習 
保健室経営の重要性、保健室の機能と保健室経営を理解し、保健室経営計画の

作成手順を確認する 
1.5 時間 

11 

講義内容 保健組織活動 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1 復習 
組織活動の必要性、学校保健委員会、学校医・学校歯科医・学校薬剤師の職務

内容と連携における養護教諭の役割について理解する 
1.5 時間 

12 

講義内容 保健教育（１）～学校における保健教育 

該当到達目標 予習 教科書及び配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

3 復習 
教科保健（保健学習）と保健指導のねらい、内容、進め方、教材の活用方法につ

いて理解する 
1.5 時間 

13 
講義内容 保健教育（２）～教科保健 

該当到達目標 予習 教科保健（保健学習）の授業案を構想する 1.5 時間 
3  復習 構想した教科保健（保健学習）の授業案をもとに指導案を作成する 1.5 時間 

14 
講義内容 保健教育（３）～指導案作成 

該当到達目標 予習 構想した教科保健（保健学習）の授業案をもとに指導案を作成する 1.5 時間 
3 復習 指導案を修正する 1.5 時間 

15 

講義内容 保健教育（４）～授業検討 

該当到達目標 予習 模擬授業を実施できるよう準備する 1.5 時間 
1,2，3  
  

復習 授業検討を受け、指導案を完成させる 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
授業は教科書と教員が作成した資料を使って、要点をまとめていく。パワーポイントによる図の提示を行っていく。適時

グループワークを取り入れるが第 14 回・15 回はグループワークを中心の活動を行う。課題に対するレポート提出 1 回と

グループで作成した学習指導案の提出 1 回。 



354 
 

■：実務経験に基づく内容を示す  
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看 146 健康相談Ⅰ（尾内雅子）.  

科目名 健康相談Ⅰ（養護に関する科目） 科目 
ナンバリング NRT320 

英文名 Health Counseling Ⅰ 講義形態 講義 
担当教員 尾内 雅子 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 3 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 養護教諭一種免許 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

健康相談の基礎的知識・技術を踏まえ、保健室における健康相談を進める上での必要な実践力を身に

付ける 

到達目標 
1.養護教諭の行う健康相談の特徴が理解できる 

2.ヘルスカウンセリングや教育相談で学んだ知識．・スキルを健康相談に生かすことができる 

3.関係者と連携した支援の在り方を考えられる 

評価方法 講義及びグループワークへの参加度・貢献度(３０％) 課題レポート(７０％) 

使用教材 「養護教諭の行う健康相談」大谷直子 東山書房  講義内容・ワークシートを随時プリントして配布 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポート及びワークシートにはコメントを付け返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 授業中に告知 メールアドレス 

（＃→＠） 授業中に告知 

1 
講義内容 養護教諭と健康相談 
該当到達目標 予習 シラバスの内容を読んで講義の目標などを理解する 1.5 時間 

2 復習 養護教諭の役割と活動・職務における健康相談・健康相談の概念を理解する 1.5 時間 

2 
講義内容 養護教諭の特性と保健室の機能を生かす 

該当到達目標 予習 教科書１３～３４ｐに目を通す 1.5 時間 
2.3 復習 健康相談の基礎と背景・養護教諭と保健室について理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 健康相談に活用できる理論 

該当到達目標 予習 教科書４０～６４ｐに目を通す 1.5 時間 
2.3 復習 健康相談に活用できるカウンセリング理論と技術を理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 子どもの支援体制と学校内外の連携 
該当到達目標 予習 教科書６５～７８ｐに目を通す 1.5 時間 

2 復習 支援体制と学校内外の連携と法律を理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 児童生徒理解、保健室来室場面での健康相談 

該当到達目標 予習 教科書８３～１１５ｐに目を通す 1.5 時間 
1.2.3 復習 保健室での子供理解の方法と保健室来室者への対応について理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 健康相談の記録 
該当到達目標 予習 教科書１１６～１２４ｐに目を通す 1.5 時間 

1.2 復習 記録の意義・目的・管理と個人情報について理解する。 1.5 時間 
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7 
講義内容 危機管理と養護教諭 
該当到達目標 予習 配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1.2 復習 危機管理的な対応・自傷行為と自殺について理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 「いじめ理解」と支援・対応 
該当到達目標 予習 教科書１７４～１７５に目を通す。配布されたプリントに目を通す。 1.5 時間 

1.2.31.5 復習 「いじめの」と養護教諭の役割について理解する。レポートを作成し提出する 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 
 時間 

備考 

授業期間全体を通じた授業の進め方： 

◎教科書と自作のパワーポイントを活用し理論の理解を深める。 

◎事例ごとにロールプレイ等の演習を実施し体験を通しスキルアップを図る・ 

◎ワークシート、レポート作成等、個々の特性を生かした健康相談を構築する。 
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看 147 健康相談Ⅱ（尾内雅子）.  

科目名 健康相談Ⅱ（養護に関する科目） 科目 
ナンバリング NRT420 

英文名 Health Counseling Ⅱ 講義形態 講義 
担当教員 尾内 雅子 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 4 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 
種別 養護教諭一種免許 選択必修科目 

学位授与方針 
との対応 

✓ 人間理解と倫理観   国際理解 

✓ 論理的思考力・問題解決力   生涯学習力 

✓ チームの一員としての協調・協働    

講義概要 
（テーマ・内容） 

健康相談の基礎的知識・技術を踏まえ、保健室における健康相談を進める上での必要な実践力を身に

付ける 

到達目標 
1.養護教諭の行う健康相談の特徴が理解できる 

2.ヘルスカウンセリングや教育相談で学んだ知識．・スキルを健康相談に生かすことができる 

3.関係者と連携した支援の在り方を考えられる 

評価方法 講義及びグループワークへの参加度・貢献度(３０％) 課題レポート(７０％) 

使用教材 「養護教諭の行う健康相談」大谷直子 東山書房  講義内容・ワークシートを随時プリントして配布 

参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポート及びワークシートにはコメントを付け返却する。 

オフィスアワー 
（研究室） 初回講義時に提示する。 メールアドレス 

（＃→＠） 初回講義時に提示する。 

1 
講義内容 虐待の理解と支援・対応 
該当到達目標 予習 配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1.2.3 復習 虐待とその対応について理解する 1.5 時間 

2 
講義内容 発達障害を持つ子どもの理解とその対応 

該当到達目標 予習 配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
1.2.3 復習 発達障害とその対応について理解する 1.5 時間 

3 
講義内容 不登校・保健室登校の理解とその対応 

該当到達目標 予習 教科書１７４～１７５ｐと配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 
1.2.3 復習 不登校・保健室登校とその対応について理解する 1.5 時間 

4 
講義内容 慢性疾患の理解と対応 
該当到達目標 予習 教科書１６４～１６５ｐと配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1.2.3 復習 慢性疾患とその対応について理解する 1.5 時間 

5 
講義内容 性感染症の理解と対応 
該当到達目標 予習 配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1.2.3 復習 性感染症とその対応について理解する 1.5 時間 

6 
講義内容 薬物乱用の理解と対応 
該当到達目標 予習 教科書１８４～１８５ｐと配布されたプリントに目を通す 1.5 時間 

1.2.3 復習 薬物乱用とその対応について理解する 1.5 時間 
7 講義内容 事例検討（研究）の意義と進め方 
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該当到達目標 予習 教育実習で学んだ事例をまとめる 1.5 時間 
1.2.3 復習 事例検討の意義と方法について理解する 1.5 時間 

8 

講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 健康相談で学んだことをまとめて発表できるよう準備しておく 1.5 時間 

1.2.3 復習 
健康相談を行う上で必要な資質能力を理解し、自分の得意とする分野と、今後の

課題を明確にする。課題に対するレポートを作成し提出する。 
1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

授業期間全体を通じた授業の進め方： 

◎教科書と自作のパワーポイントを活用し理論の理解を深める。 

◎事例ごとにロールプレイ等の演習を実施し体験を通しスキルアップを図る・ 

◎ワークシート、レポート作成等、個々の特性を生かした健康相談を構築する。 
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看 148 教育基礎論（深見匡）. 

科目名 教育基礎論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT222 

英文名 Principles of Education 講義形態 講義 
担当教員 深見 匡 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 
教職科目 
【科目】教育の基礎的理解に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

学位授与方針 
との対応 

－ 豊かな人間性と職業倫理 － 多様な社会・背景を理解し対応する能力 
－ 専門的知識 － コミュニケーション能力 
－ 問題発見・解決力 － 自律的に生涯にわたって学習する力 

講義概要 
（テーマ・内容） 

教育の基本的概念、教育の理念、教育に関する歴史及び思想に関わる基礎知識について理解し説

明できるようになり、また、教員に求められる基礎的資質能力について理解し説明できるようになる

ことを目指す。 
授業の進め方はテキストを中心に講義形式で行い、必要に応じて映像資料やグループワークを用

いる予定。授業の詳細は学生の意見や状況に応じて適宜必要な修正を行っていく。 

到達目標 

1.教育の基本的概念について理解し、説明できる。 
2.教育に関する歴史の基礎的知識について理解し、説明できる。 
3.教育に関する思想の基礎的知識について理解し、説明できる。 
4.現代的な教育課題について理解し、考察できる。 
総じて豊かな人間性と教職者としての資質・能力を深める。 

評価方法 定期試験 70％、平常点 30％（レポート提出、授業態度など）で評価する。総合評価 60％以上を合

格とする。詳細は初回授業で指示する。 
使用教材 講義用のテキストプリントを使用する（毎回配布）。 
参考文献 授業時に適宜指示する。 
課題に対する 
フィードバック 

レポートは必要に応じてコメントを付して返却する。定期試験については試験後、関連講義において

解説する。別の質疑等には対応する。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜 4 限、水曜 4 限 1 号館 307 メールアドレス 

（＃→＠） fukami#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義目標・講義内容・評価方法などを理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

2 
講義内容 教育の基礎的概念を学ぶ（社会と教育） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 教育の基礎的概念について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

3 
講義内容 教育の基礎的概念を学ぶ（発達と教育） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 教育の基礎的概念について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

4 
講義内容 教育の基礎的概念を学ぶ（学校教育と教員） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1,5 時間 

1 復習 教育の基礎的概念について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

5 
講義内容 教育の基礎的概念を学ぶ（教育基本法等の現代の教育理念） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 教育の基礎的概念について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 
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6 
講義内容 教育の歴史について（近代以前） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 教育の歴史の基礎的知識について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

7 
講義内容 教育の歴史について（近代～戦前日本） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 教育の歴史の基本的知識について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

8 
講義内容 教育の歴史について（戦後日本） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 教育の歴史の基本的知識について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

9 
講義内容 教育の思想について（コメニウス、ロック、ルソー、コンドルセ等） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 古典的な教育思想について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

10 
講義内容 教育の思想について（ペスタロッチ、フレーベル、ヘルバルト等） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 古典的な教育思想について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

11 
講義内容 教育の思想について（デュルケーム、デューイ等） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,4 復習 古典的な教育思想について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

12 
講義内容 現代的な教育課題について① 学力について考える 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,4 復習 近年の学力論の概要について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

13 

講義内容 現代的な教育課題について② 子どもの様々な「問題行動」 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,4 復習 近年の子どもの「問題行動」とされる問題について整理し、指示された課題に

取り組む。 1.5 時間 

14 
講義内容 現代的な教育課題について③ 日本の教育政策動向 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,4 復習 近年の日本の教育政策動向について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

15 
講義内容 現代的な教育課題について④ 諸外国の教育政策動向 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,4 復習 近年の諸外国の教育政策動向について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
教員の免許状取得のための必修科目 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないめ、各自で補完すること。 
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看 149 教職論（深見匡）. 

科目名 教職論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT121 

英文名 Theory of Teacher’s Profession 講義形態 演習 
担当教員 深見 匡 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 1 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 

教職科目 
【科目】教育の基礎的理解に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運

営への対応を含む。） 

学位授与方針 
との対応 

－ 豊かな人間性と職業倫理 － 多様な社会・背景を理解し対応する能力 
－ 専門的知識 － コミュニケーション能力 
－ 問題発見・解決力 － 自律的に生涯にわたって学習する力 

講義概要 
（テーマ・内容） 

現代社会における教職の意義・教員の役割・資質能力・職務内容の基礎について理解し、実践がで

きるようになること、そして教職に対する適性を理解し、適切な進路選択ができるようになることを目

指す。授業の進め方はテキストを中心に講義形式で行い、必要に応じて映像資料やグループワー

クを用いる予定。授業の詳細は学生の意見や状況に応じて適宜必要な修正を行っていく。 

到達目標 

1.現代の学校教育や教職の社会的意義について説明できる。 
2.教員の役割や資質・能力について説明でき、基礎的な実践ができる。 
3.教員の職務内容や教員の服務上・身分上の義務について説明でき、基礎的な実践ができる。 
4.現代の学校が学校内外の専門家と連携する必要について説明できる。 
総じて豊かな人間性と教職者としての資質・能力を深める。 

評価方法 定期試験 70%、平常点 30%（レポート提出、授業態度など）で評価する。総合評価 60%以上を合格

とする。詳細は初回授業で指示する。 
使用教材 講義用のテキストプリントを使用する（毎回配布）。 
参考文献 授業時に適宜指示する。 
課題に対する 
フィードバック 

レポートは必要に応じてコメントを付して返却する。定期試験については試験後、関連講義において

解説する。別の質疑等には対応する。 
オフィスアワー 
（研究室） 月曜 4 限、水曜 4 限 1 号館 307 メールアドレス 

（＃→＠） fukami#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス、現代における学校教育や教員の社会的意義について 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義目標・講義内容・評価方法などを理解する。 1.5 時間 

1 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

2 
講義内容 現代における学校教育や教員の社会的意義、教員の職業的特徴について 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

3 
講義内容 教員の役割と資質能力について（歴史） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

4 
講義内容 教員の役割と資質能力について（現代） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

5 
講義内容 教育法と教員の職務や義務① 日本国憲法・教育基本法 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 
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6 
講義内容 教育法と教員の職務や義務② 学校教育法 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

7 
講義内容 教育法と教員の職務や義務③ 教育公務員特例法 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

8 
講義内容 学校教育と教員の職務や義務④ 教育課程（学習指導要領等） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

9 
講義内容 学校教育と教員の職務や義務⑤ 教育課程（各教科・領域他） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

10 
講義内容 学校教育と教員の職務や義務⑥ 研修他 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

11 
講義内容 学校教育と教員の職務や義務⑦ 学校運営（チームとしての学校） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

12 
講義内容 現代的な教育課題と教員の職務や義務① 学力問題 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

13 
講義内容 現代的な教育課題と教員の職務や義務② 生徒指導 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

14 
講義内容 現代的な教育課題と教員の職務や義務③ 教育改革動向 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

15 
講義内容 教員の資質能力と自身の適性について考える 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
教員の免許状取得のための必修科目 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 150 教育制度論（深見匡）. 

科目名 教育制度論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT321 

英文名 深見 匡 講義形態 講義 
担当教員 Theory of Educational systems 
科目に関連した 
実務経験 

 

学年・開講期 3 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 

教職科目（栄養教諭） 
【科目】教育の基礎的理解に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と

地域との連携及び学校安全への対応を含む。） 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

現代の学校教育についての社会的・制度的・経営的事項の基礎的知識について、また、学校と地

域の連携、学校安全に関わる基礎的知識について理解し説明できるようになり、そしてこれらの知

識を学校運営の実際に活かそうと意欲を持つことを目指す。授業はテキストを中心に講義形式で行

い、必要に応じて映像資料やグループワークを用いる予定。授業の詳細は学生の意見や状況に応

じて適宜必要な修正を行っていく。 

到達目標 

1.教育に関する社会的事項（社会状況と学校教育の変化等）について説明できる。 
2.教育に関する制度的事項（教育法・制度とその意義・役割）について説明できる。 
3.教育に関する経営的事項（学校経営について）について説明できる。 
4.学校と地域の連携・協働について説明できる。 
5.学校安全への対応について説明できる。 
総じて豊かな人間性と教職者としての資質・能力を深める。 

評価方法 定期試験 70％、平常点 30％（レポート提出、授業態度など）で評価する。総合評価 60％以上を合

格とする。詳細はガイダンス時に指示する。 
使用教材 講義用のテキストプリントを使用する（毎回配布）。 
参考文献 授業時に適宜指示する。 
課題に対する 
フィードバック 

レポートは必要に応じてコメントを付して返却する。定期試験については試験後、関連講義において

解説する。個別の質疑等には対応する。 
オフィスアワー 
（研究室） 火曜 3 限、金曜 5 限 1 号館 307 メールアドレス 

（＃→＠） fukami#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 ガイダンス 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義目標・講義内容・評価方法など理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 講義内容について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

2 
講義内容 近年の社会状況や子どもの変化と学校教育 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 社会状況や子どもの変化について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

3 
講義内容 日本の教育政策動向 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 日本の近年の教育政策動向について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

4 
講義内容 公教育に関わる法と制度① 公教育の理念 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2 復習 現代の公教育の組織化について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

5 講義内容 公教育に関わる法と制度② 学校教育法（学校の組織や仕組み） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 
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2 復習 様々な学校について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

6 

講義内容 公教育に関わる法と制度③ 学校教育法（教育内容） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2 復習 教育課程や教育内容に関する事項について整理し、指示された課題に取り組 
む 1.5 時間 

7 
講義内容 公教育に関わる法と制度④ 地方教育行政法等（学校と社会） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2 復習 教育行政に関する事項について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

8 
講義内容 公教育に関わる法と制度⑤ 教育公務員特例法等（教員の職務や義務） 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2 復習 教員に関わる事項について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

9 
講義内容 学校経営について① 学校の組織と経営 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

3 復習 学校の組織や運営・経営について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

10 
講義内容 学校経営について② 学校評価 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

3 復習 学校評価について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

11 
講義内容 学校経営について③ 学級経営 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

3 復習 学級経営について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

12 
講義内容 学校と地域との連携・協働 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

4 復習 学校と地域の連携・協働について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

13 
講義内容 学校安全について 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

5 復習 学校安全の目的・取り組みについて整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

14 
講義内容 諸外国の教育政策動向① 英米圏 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 諸外国（英米圏）の教育政策について整理し、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 

15 
講義内容 諸外国の教育政策動向② その他 
該当到達目標 予習 テキスト・資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 諸外国（その他）の教育政策について整理、指示された課題に取り組む。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
教員の免許状取得のための必修科目 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 151 教育心理学（宮内洋）. 

科目名 教育心理学（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT223 

英文名 Educational Psychology 講義形態 講義 
担当教員 宮内 洋 
科目に関連した 
実務経験 臨床発達心理士および公認心理師として教育現場への助言・支援活動（現在） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 
教職科目 
【科目】教育の基礎的理解に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達段階

における心理的特性を踏まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解する。 
・教育心理学に関する知識を生涯発達の各発達段階毎に理解し、人間の生涯発達を通じた視野を持ち

ながら理解できるようになる。 
 
上記2つを講義目標とし、本科目は、初等中等教育段階の学校の教員を目指す上で理解しておくべき

教育心理学に関する基本的な知識の理解・修得をめざす。 
具体的には、教育心理学に関する知識を生涯発達の各発達段階毎に理解し、人間の生涯発達を通じ

た視野を持ちながら理解できるようにしていく。臨床発達心理士である講師としては、机上の空論や理想

論ではなく、より現実的な内容に徹したい。 
基本的には講師が直接講義をする形式です。講義内容を深めるため、実験等を映像やドキュメンタリ

ーを講義内で見ることがあります。講師とのやりとりは、感想シートによっておこなわれます。 

到達目標 
1.幼児、児童及び生徒の心身の発達の過程及び特徴を理解する。 
2.幼児、児童及び生徒の学習に関する基礎的知識を身に付け、発達を踏まえた学習を支える指導につ

いて基礎的な考え方を理解する。■ 

評価方法 全講義終了後に実施される定期試験（90%）と、講義期間中に課せられる課題と講義に臨む態度・

参加する姿勢（10%）によって、総合的に判断する。 

使用教材 教科書は指定しない。必要に応じて、資料を配付する。また、より知りたい・学びたい人のために、参

考文献や映画やマンガ等の種々の作品を、講義の中で適宜紹介する。 

参考文献 
・J.A.L.シング『野生児の記録 1 狼に育てられた子』福村出版 
・A.ゲゼル『狼にそだてられた子』家政教育社 
・A.M.スレーター & P.C.クイン編『発達心理学・再入門』新曜社 

課題に対する 
フィードバック 

講義終了時に可能な限り感想シートを配付し、そこで書かれた質問等には次回に回答するように努

める。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始

前もしくは終了後に応じる。  
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 ガイダンス：発達とは何か■ 
該当到達目標 予習 なし 0 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

2 
講義内容 生涯発達と「優生思想」■ 
該当到達目標 予習 人間の生涯発達について客観的に考察できるように準備しておくこと。 1.5 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

3 講義内容 新生児期・乳児期における学び（1）：「無能な赤ちゃん」というイメージ 
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該当到達目標 予習 
自らの乳児期の体験を可能な限り聞き、それらを客観的に考察できるように準

備しておくこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

4 
講義内容 新生児期・乳児期における学び（2）：「有能な赤ちゃん」と脳科学 
該当到達目標 予習 脳科学について客観的に考察できるように準備しておくこと。 1.5 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

5 

講義内容 幼児期における学び（1）：学びの基礎■ 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

6 

講義内容 幼児期における学び（2）：認知発達を中心に 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

7 

講義内容 幼児期における学び（3）：nature vs. nurture■ 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

8 

講義内容 児童期における学び（1）：記憶研究を中心に 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

9 

講義内容 児童期における学び（2）：学習 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

10 

講義内容 児童期における学び（3）：動機付け 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

11 

講義内容 思春期・青年期における学び 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備してお

くこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

12 

講義内容 成人期以降の学び（1）：学びの効果的支援 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの学びに関する体験を想起し、それらを客観的に考察できるよう

に準備しておくこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

13 

講義内容 成人期以降の学び（2）：学んだ成果の評価 

該当到達目標 予習 
自らのこれまでの学びに関する体験を想起し、それらを客観的に考察できるよう

に準備しておくこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 
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14 
講義内容 老年期における学び 
該当到達目標 予習 なし 0 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

15 
講義内容 まとめ 
該当到達目標 予習 これまでの講義内容の理解を深めておく。 4 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

講義を妨害する者の受講を基本的に認めません。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 152 特別な教育的ニーズの理解とその支援（宮内洋）. 

科目名 特別な教育的ニーズの理解とその支援（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT120 

英文名 Understanding and supporting special educational needs 講義形態 講義 
担当教員 宮内 洋 
科目に関連した 
実務経験 

臨床発達心理士および公認心理師として教育現場への助言・支援活動（現在） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 

教職科目 
【科目】教育の基礎的理解に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理

解 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

①インクルーシブ教育システム」を含めた特別支援教育に関する制度の理念や仕組み、視覚障害・聴覚

障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な「障害」のある児童及び生徒の学習または生活上の

困難について基礎的な知識、「発達障害」等をはじめとする特別の支援を必要とする児童及び生徒の心

身の発達、心理的特性及び学習の過程を学ぶ。 
②その上で、「発達障害」等をはじめとする特別の支援を必要とする児童及び生徒に対して、特別支援教

育コーディネーター、関係機関・家庭と連携しながら支援体制を構築しながら支援する方法を学ぶ。 
③「障害」のみならず、母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある児童及び生徒の学習ま

たは生活上の困難についての基礎的知識や組織的な支援の方法を学ぶ。 
 
基本的には講師が直接講義をする形式です。講義内容を深めるために、ドキュメンタリー等の映像を講

義内で見ることがあります。講師とのやりとりは、感想シートによっておこなわれます。 

到達目標 

通常の学級にも在籍している「発達障害」等をはじめとする様々な「障害」等により特別の支援を必要とす

る児童及び生徒たちが、授業において学習活動に参加している実感・達成感をもちながら学び、生きる力

を身に付けていくことができるように、児童及び生徒の学習または生活上の困難を理解し、個別の教育的

ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら組織的に対応していくために必要な知識や支援方

法を理解する。 
1.特別の支援を必要とする児童及び生徒の障害の特性及び心身の発達を理解する。■ 
2.特別の支援を必要とする児童及び生徒に対する教育課程や支援の方法を理解する。■ 
3.「障害」はないが、特別の教育的ニーズのある児童及び生徒の学習または生活上の困難とその対応を

理解する。■ 
評価方法 全講義終了後に実施される定期試験（90%）と、授業貢献度（10%）によって、総合的に判断する。 
使用教材 柘植雅義・渡部匡隆・二宮信一・納富恵子編 2014『はじめての特別支援教育〔改訂版〕』有斐閣 
参考文献 柘植雅義『特別支援教育 多様なニーズへの挑戦』中央公論新社 
課題に対する 
フィードバック 

講義終了時に可能な限り感想シートを配付し、そこで書かれた質問等には次回に回答するように努め

る。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始

前もしくは終了後に応じる。  
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 
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1 
講義内容 ガイダンス■ 
該当到達目標 予習 なし。 0 時間 
1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

2 
講義内容 特別支援とは何か・特別支援の場とは何か 
該当到達目標 予習 特別支援について調べておくこと。 1.5 時間 
1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

3 

講義内容 視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む種々の「障害」がある児童・生徒の理解

とその支援 

該当到達目標 予習 
視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む種々の「障害」がある

児童・生徒について調べておくこと。 
1.5 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

4 
講義内容 「発達障害」がある児童・生徒の理解■ 
該当到達目標 予習 「発達障害」について調べておくこと。 1.5 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

5 
講義内容 「発達障害」がある児童・生徒の支援■ 
該当到達目標 予習 「発達障害」について調べておくこと。 1.5 時間 
1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

6 
講義内容 異文化の子どもの理解とその支援■ 
該当到達目標 予習 異文化について調べておくこと。 1.5 時間 
3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

7 
講義内容 「子どもの貧困」問題の理解とその支援■ 
該当到達目標 予習 「子どもの貧困」について調べておくこと。 1.5 時間 
3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

8 
講義内容 特別な支援とアクティブ・ラーニング 
該当到達目標 予習 これまでの講義内容の理解を深めておく。 3 時間 
1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 

講義を妨害する者の受講を基本的に認めません。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 153 教育課程論（栗原幸正）. 

科目名 教育課程論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT224 

英文名 School Curriculum 講義形態 講義 
担当教員 栗原 幸正 
科目に関連した 
実務経験 

・公立小学校に、教諭・教頭・校長として勤務（経験） 
・市町村教育委員会に、指導主事として勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 

教職科目 

【科目】教育の基礎的理解に関する科目 

【施行規則に定める科目区分又は事項等】教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

学校教育における教育課程の意義や編成の方法について、学習指導要領総則編の読解や教育

課程（教育内容）の変遷を知ることを通して理解すると共に、養護教諭・栄養教諭が直面する現代的

な教育的課題を知り、その克服に向けての具体的教育課程に係る取り組みを知る。 
学習指導要領に沿った講義を中心としつつ、関連した項目についてのワークショップや協議・演

習を組み合わせて、アクティブラーニングを具現化する。また、授業後に行う感想シートを活用して

理解度を把握すると共に、小論文作成の技術を高める。 

到達目標 

1.教育課程とは何かについて具体的に理解し、設問等に解答し、記述することができる。 
2.教育課程が不易な教育的内容の定着を図るためにあるのと同時に、社会からのニーズによって

編成されていることを知り、変遷の過程を説明する事ができる。 
3.養護教諭・栄養教諭が直面する現代的な教育的課題を知り、その克服に向けての具体的教育課

程に係る取り組みを構築する事ができる。■ 
4.カリキュラム・マネジメントについての認識を深め、説明することができる。■ 

評価方法 定期試験（60％） 授業後の小レポート（20％） 課題レポート（20％） 
使用教材 小学校学習指導要領解説総則編（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 
参考文献 講義に合わせて適宜配付する。 
課題に対する 
フィードバック 

紙媒体については評価方法の説明をし、評価コメントを行う。プレゼンテーション等については、テー

マ設定・発表方法・発表時間・質疑等の評価規準を明確にして評価内容を伝える。 
オフィスアワー 
（研究室） 水曜日 2 限・金曜日 2 限 メールアドレス 

（＃→＠） kurihara-y#takasaki-u.ac.jp 

1 
講義内容 小中学習指導要領と幼稚園教育要領 
該当到達目標 予習 学習指導要領解説総則編（小）に目を通し、講義目標をつかむ。 1.5 時間 

1,2 復習 講義内容、到達目標、学位授与方針、成績評価方法等を確認する。 1.5 時間 

2 
講義内容 教育課程の意義と基本原理及びその変遷 
該当到達目標 予習 学習指導要領の資料「学習指導要領の改訂の経過」に目を通す。 1 時間 

1,2 復習 社会的ニーズと教育課程の関連について、自分の考えを説明できる。 2 時間 

3 
講義内容 教育課程の具体としての学校要覧Ⅰ（学校教育目標・学校経営案・授業時数）■ 
該当到達目標 予習 配付資料「学校要覧」の上記関係箇所に目を通す。 1 時間 

3 復習 教育課程を規定する関係法規や社会的ニーズと学校経営について理解する。 2 時間 

4 
講義内容 教育課程の具体としての学校要覧Ⅱ（日課表・校務分掌と教職員の業務）■ 
該当到達目標 予習 配付資料「学校要覧」の上記関係箇所に目を通す。 1 時間 

3 復習 教育課程を具現化するために機能する学校体制を理解する。 2 時間 
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5 
講義内容 教科・領域を横断する教育内容（保健指導・栄養指導の年間計画とその評価検討）■ 
該当到達目標 予習 配付資料「学校要覧」の上記関係箇所に目を通す。 1 時間 

3 復習 保健指導・栄養指導の年間指導について理解する。 2 時間 

6 

講義内容 カリキュラム・マネジメント（学校教育全体で取り組むカリキュラム・マネジメントと評価） 
該当到達目標 予習 事前配資料に目を通しておく。 1 時間 

4 復習 カリキュラム・マネジメントとは何かについて理解する。 2 時間 

7 
講義内容 学校実態に沿った現代的課題に向けての教育課程（養護・栄養の連携とアレルギー対応） 
該当到達目標 予習 文部科学省ホームページのアレルギー等に係る項目に目を通す。 1.5 時間 

3,4 復習 現代的課題に対応する教育の意義について理解する。 1.5 時間 

8 

講義内容 「社会に開かれた教育課程」創造に向けて 
該当到達目標 予習 学習指導要領論点整理に目を通す。 1.5 時間 

1,4 復習 
ノートをまとめ、「社会に開かれた教育課程」やアクティブラーニング等について理

解する。 
1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
  記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 154 道徳教育・特別活動論（石川勉）. 

科目名 道徳教育・特別活動論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT225 

英文名 Moral Education and Special Activities 講義形態 講義 
担当教員 石川 勉 
科目に関連した 
実務経験 公立中学校に教諭・教頭・校長として勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 
教職科目 
【科目】道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

道徳の本質を踏まえ、道徳教育の歴史や現代社会の課題について、学校での道徳教育を理解する。

道徳教育の目標、道徳教育全体計画、内容について概略を把握し、その具現化にむけての技術や方法

を理解する。特別活動では道徳教育との関り、意義や取り組み方法の実際、評価改善について、学習指

導案に基づく内容理解を行う。 
授業の予習復習からさらに理解を深めるために、小テスト前や返却後にしっかりと学習し把握するこ

と。小テストは 3 回予定している。 

到達目標 

道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解する。 

1.道徳の本質を説明できる。 

2.道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ・情報モラル等）を理解している。■ 

3.子どもの心の成長と道徳性の発達について理解している。■ 

4.学習指導要領に示された道徳教育の主な内容を理解している。■ 

特別活動の意義、目標、内容指導の在り方を理解する。 

5.学習指導要領における特別活動の目標及び主な内容を理解している。■ 

6.教育課程における特別活動の位置付けと各教科等との関連を理解している。■ 

7.学級活動・ホームルーム活動の特質を理解している。■ 
8.児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質を理解している。■ 

評価方法 小テスト（30％）、レポート（30％）、定期試験（25％）、平常点（15％）、総合評価 60％以上を合格とす

る。詳細はガイダンス時に指示する。 
使用教材 小中学校学習指導要領、同解説道徳編、その他、講義用のテキストプリントを使用する。（毎回配布） 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポート、小テストは必要に応じてコメントして返却する。定期試験の内容や質疑は個別に対応する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は授業中が望ましいのですが、授

業前後や非常勤講師室にて対応します。 
メールアドレス 
（＃→＠） 

教務課を通しメールや電話にて対応い

たします。 

1 
講義内容 道徳の本質（道徳とは何か）、学校の教育活動全体で行う道徳教育とその要となる道徳科■ 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義目標、講義内容、評価方法を理解する。 1.5 時間 

1 復習 講義内容について整理し、理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 学習指導要領に示された道徳教育、道徳教育全体計画、道徳科の目標や内容■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1 復習 道徳教育、道徳科の内容を整理し、理解する。 1.5 時間 
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3 
講義内容 道徳教育の歴史、現代社会の道徳教育の課題■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2 復習 道徳教育の歴史、現代の課題を整理し、理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 道徳性の発達の理論、特別支援を配慮した道徳教育、子どもの心の成長■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2,3 復習 道徳性の発達理論、心の理論を整理し、理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 道徳性、道徳的価値内容の補充・深化・統合、授業のねらい■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

3,4 復習 道徳性、道徳的価値内容、授業指導法について整理し、理解する。 1.5 時間 

6 
講義内容 道徳教育年間計画、指導の重点、学級の道徳教育指導計画■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

4 復習 道徳教育年間計画、指導の重点、学級の指導計画について整理し、理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 道徳科指導案、資料分析の手法、授業のねらいや指導過程の明確化■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

4 復習 道徳科指導案、指導方法について整理し、理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 模擬授業と授業改善、道徳科の特性を踏まえた学習評価■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

4 復習 模擬授業、学習評価について整理し、理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 道徳教育の多様な指導方法の理解■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 道徳教育の多様な指導方法を整理し、理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育と社会問題、非行問題の課題■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4,5 復習 学校教育活動における道徳教育、課題について整理し、理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 学習指導要領における特別活動の目標と内容、特別活動の位置づけ■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

5,6 復習 学習指導要領における特別活動の内容について整理し、理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 教育課程における特別活動の位置づけ、教科等との関連■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

5,6 復習 教育課程における特別活動の位置づけについて整理し、理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 学級活動・ホームルーム活動の特質、児童生徒の話合い活動、集団活動■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

7,8 復習 学級活動、話し合い活動などについて整理し、理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質と家庭、地域住民、関係機関との連携■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

7,8 復習 児童会・生徒会活動、学校行事について整理し、理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 学校全体の教育活動で取組む「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,4,5,6,7,8 復習 学校全体で取り組む特別活動の意義について整理し、理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 155 総合的な学習の時間論（石川勉）. 

科目名 総合的な学習の時間論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT226 

英文名 Theory of Period for Integrated Studies 講義形態 講義 
担当教員 石川 勉 
科目に関連した 
実務経験 公立中学校に教諭・教頭・校長として勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 
教職科目 
【科目】道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

小・中学校における総合的な学習の意義や目標を理解し、実践事例を通して、育成すべき資質・能力

を考慮した指導計画・単元計画を作成する。さらに、効果的な総合的な学習の具現化には、カリキュラム

マネジメントが不可欠であることを理解する。 
授業の予習復習からさらに理解を深めるために、小テスト前や返却後にしっかりと学習し把握するこ

と。小テストは 2 回予定している。また、レポートを 1 回実施する。 

到達目標 

総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 

総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身

に付ける。 

1.総合的な学習の時間の意義と教育課程において果たす役割について、教科を越えて必要となる資質・

能力の育成の視点から理解している。■ 

2.学習指導要領における総合的な学習の時間の目標並びに各学校において目標及び内容を定める際

の考え方や留意点を理解している。■ 

3.各教科等との関連性を図りながら総合的な学習の時間の年間指導計画を作成することの重要性と、

その具体的な事例を理解している。■ 
4.主体的・対話的で深い学びを実現するような、総合的な学習の時間の単元計画を作成することの重要

性とその具体的な事例を理解している。■ 

評価方法 小テスト（30％）、レポート（30％）、定期試験（25％）、平常点（15％）、総合評価 60％以上を合格とす

る。詳細はガイダンス時に指示する。 

使用教材 小中学校学習指導要領、同解説 総合的な学習の時間編、その他、講義用のテキストプリントを使用す

る。 
参考文献  
課題に対する 
フィードバック レポート、小テストは必要に応じてコメントして返却する。定期試験の内容や質疑は個別に対応する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問等は授業中が望ましいのですが、授

業前後や非常勤講師室にて対応します。 
メールアドレス 
（＃→＠） 

教務課を通しメールや電話にて対応い

たします。 

1 
講義内容 学習指導要領における総合的な学習の時間の目標、意義と教育課程上の位置づけ■ 
該当到達目標 予習 シラバスを読み、講義目標、講義内容、評価方法を理解する。 1.5 時間 

1,2 復習 講義内容について整理し、理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 中学校のキャリア教育「職業調べ」「職業体験」「上級学校調べ」事例研究、教科との関連■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3 復習 中学校のキャリア教育内容について整理し、内容を理解する。 1.5 時間 
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3 
講義内容 生徒が主体的・対話的で深い学びにするための事例研究■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

3,4 復習 総合的学習の時間の事例研究を整理し、理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 教育課程における年間計画と単元計画、学習指導計画、各教科との関連■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,3 復習 教育課程における年間計画、単元計画、学習計画などを整理し、理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 小学校の具体的な単元計画と学習実践、事例研究■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 小学校の具体的な実践について整理し、理解する。 1.5 時間 

6 

講義内容 単元構想、学習指導計画作成を通しての総合的な学習の授業づくり■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 実際に単元を構想し、学習指導計画を作成する授業づくりについて整理し、理解

する。 1.5 時間 

7 
講義内容 学習指導案検討会、教科を越えた横断的な思考の育成■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

2,3,4 復習 各学習指導案について検討されたことを整理し、理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 総合的な学習の時間の模擬授業、学習状況評価、自己の生き方指導■ 
該当到達目標 予習 テキスト、資料を読み、概要を理解する。 1.5 時間 

1,2,3,4 復習 実際の授業やその評価について整理し、理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 156 教育方法論（栗原幸正）. 

科目名 教育方法論（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT227 

英文名 Educational Methods 講義形態 講義 
担当教員 栗原 幸正 
科目に関連した 
実務経験 

・公立小学校に、教諭・教頭・校長として勤務（経験） 
・市町村教育委員会に、指導主事として勤務（経験） 

学年・開講期 2 年 前期 選必・単位数 選択 1 単位 

種別 
教職科目 
【科目】道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

次世代を作る児童・生徒の資質・能力を育成するために必要な教育観・教育方法・教育技術につ

いての基礎的な知識・技能を習得する。 
教科書に沿った講義を中心としつつ、関連した項目についての研究協議・演習を組み合わせて、アクテ

ィブ・ラーニングを具現化する。また、授業後に行う感想シートを活用して理解度を把握すると共に、小論

文作成の技術を高める。 

到達目標 
1.教育の質の向上に向けて、教育方法学の重要性を理解する事ができる。 
2.多様な教育観を理解し、資質・能力の育成に効果的な授業構成論を取得でする。 
3.学習指導要領の具現化に向けての教育技術を習得し、授業づくりをする方法論を理解する。■ 

評価方法 定期試験（50％） 授業後の小レポート（10％）課題レポート（20％） 成果物（10％） 
使用教材 教育の方法（佐藤学著 放送大学叢書 本体 1,524 円） 小学校学習指導要領解説 総則編 
参考文献 講義に沿って適宜資料を配付する。 
課題に対する 
フィードバック 

紙媒体については評価方法を知らせ、評価コメント。 プレゼンテーション等については、テーマ設

定・発表方法・発表時間・質疑等の評価規準を明確にして評価内容を伝える。 
オフィスアワー 
（研究室） 水曜日 2 限・金曜日 2 限 メールアドレス 

（＃→＠） kurihara-y#takasaki-u.ac.jp 

1 

講義内容 学習観の変遷（教育方法の歴史的意義） 

該当到達目標 予習 
教科書「教育の方法」に目を通し、これまでの教育方法学の変遷を教育学者の取

り組みを通して把握しておく。 
1 時間 

2 復習 教育方法学の変遷を知り、現代の教育における教育方法の多様性を理解する。 2 時間 

2 

講義内容 小中学校における教育方法の現状と課題（学級崩壊を通して） 
該当到達目標 予習 自分の小中学校時代の経験に即し、学級崩壊について想起する。 1.5 時間 

1 復習 
学級崩壊の要因としての教員の教育方法について理解し、自分自身の教員的資

質について考察する事ができる。 
1.5 時間 

3 
講義内容 教育方法の実際①（養護教諭の授業ビデオを元にした授業研究） 
該当到達目標 予習 小学校学習指導要領解説 総則編の授業づくりに係る箇所に目を通しておく。 1.5 時間 

3 復習 授業研究で得た教育方法について、ノートにまとめる。 1.5 時間 

4 
講義内容 教育方法の実際②（栄養教諭の授業ビデオを元にした授業研究） 
該当到達目標 予習 小学校学習指導要領解説 総則編の授業づくりに係る箇所に目を通しておく。 1.5 時間 

3 復習 授業研究で得た教育方法について、ノートにまとめる。 1.5 時間 

5 
講義内容 小・中学校におけるアクティブ・ラーニングの可能性（実践事例を通して）■ 
該当到達目標 予習 電気に係る学習について、小学校・中学校・高等学校の内容を想起しておく。 1.5 時間 
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3 復習 単元学習におけるアクティブ・ラーニングについて、講義内容をまとめる。 1.5 時間 

6 

講義内容 小・中学校における授業づくりの方法①（学年計画・教科計画・評価計画）■ 
該当到達目標 予習 小学校学習指導要領解説 総則編の年間計画に係る箇所に目を通しておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 学年計画と教科計画・評価計画の関連性について理解する。 1.5 時間 

7 

講義内容 小・中学校における授業づくりの方法②（教材研究と学習指導案・学習評価作業）■ 

該当到達目標 予習 
教科書の関連する箇所に目を通すと共に、小学校学習指導要領解説 総則編の

学習指導案及び教育評価に係る箇所に目を通しておく。 
1.5 時間 

2,3 復習 学習指導案と学習評価の関連についてノートにまとめる。 1.5 時間 

8 
講義内容 情報機器を用いた授業構成（パソコンを用いた授業づくり演習） 
該当到達目標 予習 パワーポイントを用いて、学級における自己紹介プレゼン資料を作っておく。 1.5 時間 

1,3 復習 授業において効果的に情報機器を用いる留意点をまとめる。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 24 時間 

備考 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
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看 157 生徒指導論(北村陽). 

科目名 生徒指導論（教職科目） 科目 
ナンバリング HNE529 

英文名 Student Guidance 講義形態 講義 
担当教員 北村 陽 
科目に関連した 
実務経験 教諭として中学校・高等学校に勤務（経験） 

学年・開講期 1 年 前期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 
教職科目 
【科目】道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】生徒指導の理論および方法 

学位授与方針 
との対応 

－ 人間理解と倫理観 － 国際理解 
－ 論理的思考力・問題解決力 － 生涯学習力 
－ チームの一員としての協調・協働 －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

生徒指導は、学校教育において学習指導（教科指導）と並ぶ重要な分野として位置付けられる。本授業

では、学校における教師の生徒指導について、理論と実践の両面から考察していく。授業の進め方とし

ては、各テーマについての説明を聞くだけではなく、話し合い活動を通じて課題に取り組むことによって

理解を深めていく。 
毎回の講義では、各テーマについての講義に加え、個人で関連した課題に取り組んだり、小グループや

全体での話し合い活動を行います。 

到達目標 
1.生徒指導の理論について理解している。 
2.生徒指導について実践的に思考することができる。■ 
3.他者と協力しながら課題に積極的に取り組むことができる。 

評価方法 テストに 50％、日常点（授業への参加、授業態度、課題への取り組み、討論、授業に対する貢献度等）

に 50％を配分して総合評価する。 
使用教材 『生徒・進路指導の理論と方法』（工藤亘・藤平敦編著、玉川大学出版部、2019 年、2,400 円（税別）） 
参考文献 『生徒指導提要』（平成 22 年 3 月 文部科学省）  
課題に対する 
フィードバック 試験前後に出題の意図等を説明する。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始前も

しくは終了後に応じる。 
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当到達目標 予習 シラバスを読んで、毎回の授業内容を確認し、自分との関連などを考えておく。 1.5 時間 

1 復習 資料を読み直し、授業の概要を確認し、生徒指導を学ぶ意味を理解する。 1.5 時間 

2 
講義内容 問題行動への対応（1）校則・生徒心得について 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

3 
講義内容 問題行動への対応（2）懲戒・体罰について 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

4 
講義内容 問題行動への対応（3）不登校・ひきこもりについて■ 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

5 
講義内容 問題行動への対応（4）いじめについて■ 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 



379 
 

6 
講義内容 問題行動への対応（5）非行について 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

7 
講義内容 他分野との連携（1）生徒指導と情報教育（各種メディア、情報リテラシーなど） 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

8 
講義内容 他分野との連携（2）生徒指導と学習指導（授業における指導など） 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

9 
講義内容 他分野との連携（3）家庭・地域・社会との連携 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

10 
講義内容 将来の生き方の指導（1）キャリア教育の意義と理論 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

11 
講義内容 将来の生き方の指導（2）キャリア教育の進め方 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

12 
講義内容 将来の生き方の指導（3）キャリア教育の方法と技術 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

13 
講義内容 将来の生き方の指導（4）職業観・勤労観の形成 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

14 
講義内容 将来の生き方の指導（5）中学校でのキャリア教育実践 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 

15 
講義内容 将来の生き方の指導（6）生涯学習の現状と今後 
該当到達目標 予習 講義内容に関連する項目について、関連する図書などで調べておく。 1.5 時間 

1,2,3 復習 15 回分の資料を読み直し、講義内容を理解する。 1.5 時間 
合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

予習・復習については、使用教材である『生徒・進路指導の理論と方法』等を活用して補完してください。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 

 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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看 158 教育相談（宮内洋）. 

科目名 教育相談（教職科目） 科目 
ナンバリング NRT229 

英文名 School Counseling 講義形態 講義 
担当教員 宮内 洋 
科目に関連した 
実務経験 臨床発達心理士および公認心理師として相談業務（現在） 

学年・開講期 2 年 後期 選必・単位数 選択 2 単位 

種別 

教職科目 
【科目】道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 
【施行規則に定める科目区分又は事項等】教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含

む。）の理論及び方法 

学位授与方針 
との対応 

－  －  
－  －  
－  －  

講義概要 
（テーマ・内容） 

教育相談は、幼児、児童及び生徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、集団

の中で適応的に生活する力を育み、個性の伸長や人格の成長を支援する教育活動である。 
本科目は、中等教育段階の学校の教員を目指す上で理解しておくべき、教育相談に関する基本的な

知識と技能の理解・修得をめざす。生徒の発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課題を

適切に捉え、支援するために必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技法に関する基礎的知

識を含む）を身に付ける。密室に閉じた相談活動ではなく、学校、さらには地域に開かれた支援を視野に

入れる。臨床発達心理士である講師としては、机上の空論や理想論ではなく、より現実的な内容に徹した

い。 
基本的には講師が直接講義をする形式です。講義内容を深めるために、映像を講義内で見ることがあ

ります。科目の性格上、グループワークを講義内に取り入れています。講師とのやりとりは、感想シートに

よっておこなわれます。 

到達目標 
1.学校における教育相談の意義と理論を理解する。 
2.教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関する基礎的事柄を含む）を理解する。■ 
3.教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取組みや連携の必要性を理解する。■ 

評価方法 
全講義終了後に実施される定期試験（85%）と、講義期間中に課せられる課題（10%）、講義に臨む態度・

参加する姿勢（5%）によって、総合的に判断する。 
使用教材 教科書は指定しない。必要に応じて、資料を配付する。 

参考文献 

より知りたい・学びたい人のために、参考文献や映画やマンガ等の種々の作品を、講義の中で適宜紹介する。 
・宮内洋『体験と経験のフィールドワーク』 北大路書房 
・宮内洋・好井裕明 編著『〈当事者〉をめぐる社会学−調査での出会いを通して』北大路書房 
・秋山千枝子・堀口寿広 監修『スクールカウンセリングマニュアル（第 2 版）』日本小児医事出版社 

課題に対する 
フィードバック 

講義終了時に可能な限り感想シートを配付し、そこで書かれた質問等には次回に回答するように努め

る。 

オフィスアワー 
（研究室） 

質問及び学習相談には、授業開始

前もしくは終了後に応じる。  
メールアドレス 
（＃→＠） 連絡手段は初回授業時に提示する。 

1 

講義内容 オリエンテーション：受容と共感■ 

該当到達目標 予習 
自らの中学・高校での教育相談に関する体験を想起し、それらを客観的に考察

できるように準備しておくこと。 
2 時間 

1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

2 
講義内容 「教育相談」とは何か■ 
該当到達目標 予習 教育相談とは何かについて考察できるように準備しておくこと。 1 時間 
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1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

3 

講義内容 各自の枠組の相違の体験的理解 

該当到達目標 予習 
コミュニケーションの失敗に関する体験を想起し、それらを客観的に考察できる

ように準備しておくこと。 
2 時間 

1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

4 

講義内容 生徒に対する誤解への注意と気づき■ 

該当到達目標 予習 
自らの気づきに関する体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備し

ておくこと。 
1.5 時間 

1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

5 
講義内容 生徒の「性格」理解 
該当到達目標 予習 自らの性格について理解を深めておくこと。 1 時間 
1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

6 
講義内容 学校教育における「カウンセリングマインド」■ 
該当到達目標 予習 カウンセリングマインドについて理解を深めておくこと。 1 時間 
1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

7 
講義内容 カウンセリングの基礎的理解と技法 
該当到達目標 予習 カウンセリングについて調べておくこと。 1 時間 
1,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

8 

講義内容 スクールカウンセリングの基礎と実際■ 

該当到達目標 予習 
自らの中学・高校での体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備し

ておくこと。 
2 時間 

1,2 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

9 

講義内容 いじめに対する対応 

該当到達目標 予習 
自らの中学・高校での体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備し

ておくこと。 
2 時間 

1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

10 

講義内容 いじめとスクールカウンセリング：中学校におけるいじめの実態 

該当到達目標 予習 
自らの中学・高校での体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備し

ておくこと。 
2 時間 

1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

11 

講義内容 校内暴力に対する生徒指導と教育相談■ 

該当到達目標 予習 
自らの中学・高校での体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備し

ておくこと。 
2 時間 

1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

12 

講義内容 臨床発達心理学的視点からの教育相談■ 

該当到達目標 予習 
自らの中学・高校での体験を想起し、それらを客観的に考察できるように準備し

ておくこと。 
2 時間 

1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

13 
講義内容 教育相談のロール・プレイング（1）：ロール・プレイングの実践■ 
該当到達目標 予習 ロール・プレイングについて調べておくこと。 1 時間 
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1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 2 時間 

14 
講義内容 教育相談のロール・プレイング（2）：ロール・プレイングの振り返り■ 
該当到達目標 予習 前回のロール・プレイングについて理解を深めておくこと。 2 時間 
1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1 時間 

15 
講義内容 緊急時・災害時・事後における教育相談 
該当到達目標 予習 緊急時の教育相談について客観的に考察できるように準備しておくこと。 1.5 時間 
1,2,3 復習 各自で復習をし、授業内容の正しい理解に努めること。 1.5 時間 

合計時間（予習・復習） 45 時間 

備考 

講義を妨害する者の受講を基本的に認めません。 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
●単位修得に必要な時間を満たしていない場合 
 記載した予習・復習時間では、単位修得に必要な時間に満たないため、各自で補完すること。 

 


