
時限 学科
対象
学年

科目名 担当教員
受講
定員

体験 見学 備考

1 数学基礎ⅡB 東福寺 10 ●

2 医療管理各論Ⅱ 木村(憲) 10 ●

3 医療情報学各論 松尾 10 ●

社会福祉学科 2 相談援助の理論と方法Ⅱ 永田 10 ● 聴講に対し配慮が必要な場合は事前相談要

3 特別講座（臨床栄養学）
岡村・下川・竹内・
河原田・内田(薫)

10 ●

3 特別講座（栄養科学・スポーツ栄養学）
田中・木村(典)・
大家・永井・曽根

10 ●

3 薬理学・衛生薬学実習（①） 松岡 10 ●

3 薬理学・衛生薬学実習（②） 平野 20 ●

4 模擬薬局実習 岡田 20 ●

看護学科 1 医療コミュニケーション論 池田 6 ●

理学療法学科 2 理学療法評価学Ⅱ 中川(和) 6 ● ３・４限続けて受講すること

1 幼児と健康 山西 10 ● 運動できる服装と体育館シューズ持参

2 図画工作ｂ 増田 4 ●

医療情報学科 1 コンピュータ入門Ⅱ 坂本（孝） 10 ●

社会福祉学科 1 介護の基本Ⅲ 内田（幸） 10 ● 聴講に対し配慮が必要な場合は事前相談要

健康栄養学科 3 特別講座（食育・公衆栄養学）
渡辺(由)・五十嵐・
深見・髙梨

20 ●

3 薬理学・衛生薬学実習（②） 平野 20 ●

4 模擬薬局実習 岡田 20 ●

看護学科 2 セルフケア論 吉田(久) 5 ● 授業開始30分間参加可能

理学療法学科 2 理学療法評価学実習Ⅱ 中川(和) - ● ３・４限続けて受講すること

1 幼児と健康a 山西 10 ● 運動できる服装と体育館シューズ持参

1 コンピュータ実習Ⅱ *1 片山・木幡 10 ●

2 図画工作a 増田 4 ●

公開授業一覧

シラバス中の赤枠もしくは赤マーカーがされている箇所が当日の授業内容となります。
「*」がついた科目については、欄外下の説明をご覧ください。
＊理学療法学科は、３・４時限続けて受講する必要がありますので、ご注意ください。

*1：コンピュータ実習Ⅱ：小学校におけるプログラミング教育-microbitを用いたプログラミング-

３
時
限

４
時
限

医療情報学科

健康栄養学科

薬学科

子ども教育学科

子ども教育学科

薬学科
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科目名 数学基礎Ⅱ（専門導入科目） HII102 講義

英文名 Mathematics BasicⅡ 
担当教員 東福寺 幾夫

科目に関連し

た実務経験
オリンパス在職中に、血液分析装置のデータ処理方式の研究開発やシステム開発に従事した。

学年・開講期 1年 後期 必選・単位数 必修 2単位 
講義目標 大学での学習に必要な数学の基礎を習得し、上記範囲の基礎的問題が解けるようになる。

到達目標 1.独立変数の変動に対応した関数値の変動について理解でき、極限値の収束・発散が説明できる。 
2.ある区間における関数の平均変化率を計算できる。 
3.平均変化率の極限値としての微分係数の演算式が理解でき、接線の方程式を求めることができる。■ 
4.不定積分、原始関数の意味が説明できる、2次式までの不定積分ができる。 
5.定積分が計算でき、複数の曲線が囲む領域の面積を計算できる。■ 
6.集合の概念を理解し、集合の演算や要素の個数の問題を解くことができる。 
7.順列、組み合わせや二項定理を説明できる。 
8.確率と期待値の説明ができる。■ 

学位授与方針

との対応

✓ 豊かな人間性と幅広い教養

健康・医療および情報に関する知識・技能

問題解決力

コミュニケーションスキル

生涯学習力

評価方法 授業への参加と貢献10％、授業毎のドリル 20％、期末試験70％で評価し、60点以上を合格とする。 
課題に対する

フィードバック

毎回の授業の冒頭で前回授業の振り返りを行う。

また、出席カードで自宅での学習状況や授業における疑問点や改善要望等を収集する。

使用教材 「大学新入生のための数学入門増補版」石村園子著・共立出版 ISBN4-320-01769-2 

1 
講義内容 ガイダンス

該当する到達目標

1 
予習 シラバスを読む 1時間 
復習 プリントの課題を解く。 1.5時間 

2 
講義内容 関数の極限

該当する到達目標

1 
予習 教科書の 6章p.60～65を読む。 1時間 
復習 プ教科書14章の練習問題6.1～6.2のB,Cを解く。 1.5時間 

3 
講義内容 関数の極限 極限公式

該当する到達目標

1 
予習 教科書の 6章p.66～68を読む。 1時間 
復習 教科書14章の練習問題6.3を解く。 1.5時間 

4 
講義内容 微分係数■

該当する到達目標

2,3 
予習 教科書の 7章p．70～72を読む。 1時間 
復習 教科書14章の練習問題7.1～7.2を解く。 1.5時間 

5 
講義内容 導関数、微分計算■

該当する到達目標

2,3 
予習 教科書の 7章p.73～75を読む。 1時間 
復習 教科書14章の練習問題7.3～7.5のA,Bを解く。 1.5時間 

6 
講義内容 接線の方程式、関数の増減とグラフ■

該当する到達目標 予習 教科書の 7章p.76～82を読む。 1時間 

hayashi-a
長方形



2019 年度 医療情報学科 シラバス 

－131－ 
 

3 復習 教科書14章の練習問題7.6～7.8のAを解く。 1.5時間 

7 
講義内容 不定積分、定積分■ 
該当する到達目標 

4,5 
予習 教科書の 8章p.84～87を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題8.1～8.2のA,Bを解く。 1.5時間 

8 
講義内容 面積■ 
該当する到達目標 

5 
予習 教科書の 8章p．88～92を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題8.3～8.4のA,Bを解く。 1.5時間 

9 
講義内容 集合1 集合と要素、数の集合、部分集合、包含関係、ベン図 
該当する到達目標 

6 
予習 教科書の 12章p.120～122を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題12.1、12.2を解く。 1.5時間 

10 
講義内容 集合2 集合の演算、要素の個数 
該当する到達目標 

6 
予習 教科書の 12章p.123～124を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題12.3、12.4を解く。 1.5時間 

11 
講義内容 順列と組合せ 
該当する到達目標 

7 
予習 教科書の 13章p.126,127を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題13.1、13.2を解く。 1.5時間 

12 
講義内容 二項定理 
該当する到達目標 

7 
予習 教科書の 13章p.128、p.129を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題13.3を解く。 1.5時間 

13 
講義内容 確率1■ 
該当する到達目標 

8 
予習 教科書の 13章p.130～p．131を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題13.4、13.5を解く。 1.5時間 

14 
講義内容 確率2■ 
該当する到達目標 

8 
予習 教科書の 13章p.132～p．133を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題13.6を解く。 1.5時間 

15 
講義内容 期待値■ 
該当する到達目標 

8 
予習 教科書の 13章p.134を読む。 1時間 
復習 教科書の 14章の練習問題13.7を解く。 1.5時間 

備

考 

授業は、教科書の例題を解説後に各自練習問題を解き、指名された学生が解答例を板書する形式を基本とする。

その他、必要に応じて関連するプリントを配布し、宿題を出すことがある。学期末には、総合的な演習問題を配布

し、授業内容の復習を行う。最終的に単位修得に必要な時間との差異は、各自で補完すること。 
オフィスアワー：月曜日の 4時限と水曜日3時限。 
メールアドレス：tofukuji@takasaki-u.ac.jp 
研究室：1号館6階605 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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科目名 相談援助の理論と方法Ⅱ（専門展開科目） SWS307 講義 
担当教員 

 

 

 

 

 

 

永田 理香 
 
 
 
 
 
 

学年・開講期 2年 後期 必選・単位数 選択 2単位  
講義目標 相談援助の過程の詳細について学び、ソーシャルワークの基本的技術について理解する。 
到達目標 1.相談援助におけるアセスメントの技術について説明できる。 

2.相談援助における介入の技術について説明できる。 
3.相談援助における面接の技術について説明できる。 
4.相談援助における記録の技術について説明できる。 

学位授与方針

との対応 

  豊かな人間性 
✓ 基礎的知識力 
  問題解決能力・コミュニケーション能力 
  学際的な視点から取り組む力 
  応用・実践する能力 
 専門家としての倫理性・社会福祉への貢献力 

評価方法 定期試験70％、課題提出30％で評価する。総合評価60％以上を合格とする。 
課題に対する

フィードバック 

授業の最後にリアクションペーパーを記入し、予習・復習の状況及び授業内容の理解について確認する。授

業の冒頭において、リアクションペーパーの記述内容を紹介しながら復習を行なう。 
使用教材 『新・社会福祉士養成講座7相談援助の理論と方法Ⅰ』社会福祉士養成講座編集委員会（中央法規出版） 

ISBN978-4-8058-5103-6 
教科書の他、レジュメ・資料等を随時配布する。 

1 

講義内容 ガイダンス 
該当する到達目標 

 
予習 ソーシャルワークの全体像について確認する。シラバスの内容を読んで講義目

標及び到達目標を理解する。 
1時間 

復習 詳細シラバスにおける講義内容等を確認する。 1.5時間 

2 
講義内容 相談援助のためのアセスメントの技術①アセスメントの特性とは 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書第９章第１節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 アセスメントの特性及び面接における言語反応について理解する。 1.5時間 

3 
講義内容 相談援助のためのアセスメントの技術②アセスメントツールの活用方法 
該当する到達目標 

1 
予習 第９章第２節第３節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 アセスメントツール及び情報の組織化について理解する。 1.5時間 

4 
講義内容 相談援助のための介入の技術①介入の意義と目的 
該当する到達目標 

1,2 
予習 第10章第１節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 介入の意義とターゲットについて理解する。 1.5時間 

5 
講義内容 相談援助のための介入の技術②介入方法と留意点 
該当する到達目標 

2 
予習 第10章第２節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 介入の技術と留意点について理解する。 1.5時間 

6 
講義内容 相談援助のための経過観察（モニタリング） 
該当する到達目標 

2,3 
予習 第11章第１節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 モニタリングの手続きについて理解する。 1.5時間 

7 講義内容 相談援助のための再アセスメント 

hayashi-a
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該当する到達目標 

1,2 
予習 第11章第２節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 再アセスメントの手順と援助の方向について理解する。 1.5時間 

8 
講義内容 相談援助のための効果測定・評価 
該当する到達目標 

2 
予習 第11章第３節第４節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 効果測定の方法及び評価について理解する。 1.5時間 

9 
講義内容 相談援助のための面接の技術①面接の基本姿勢 
該当する到達目標 

3 
予習 第12章第１節第２節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 面接の目的及び基本姿勢について理解する。 1.5時間 

10 
講義内容 相談援助のための面接の技術②面接におけるコミュニケーション 
該当する到達目標 

3 
予習 第12章第３節第４節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 面接の構造及び面接技法について理解する。 1.5時間 

11 
講義内容 相談援助のための記録の技術①記録の意義と活用 
該当する到達目標 

4 
予習 第13章第１節第２節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 記録の意義及び種類について理解する。 1.5時間 

12 
講義内容 相談援助のための記録の技術②記録の方法と IT化 
該当する到達目標 

4 
予習 第13章第３節第４節を読み、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 記録の技術の実際と IT化について理解する。 1.5時間 

13 
講義内容 相談援助のための交渉の技術 
該当する到達目標 

1,2 
予習 第14章第１節第２節を読んで、分からない用語を調べる。 1時間 
復習 交渉の意義と方法について理解する。 1.5時間 

14 
講義内容 相談援助の事例研究① 
該当する到達目標 

1,2,3,4 
予習 過去の国家試験において出題された事例問題を解く。 1時間 
復習 間違えた問題を解き直す。 1.5時間 

15 
講義内容 相談援助の事例研究② 
該当する到達目標 

1,2,3,4 
予習 過去の国家試験において出題された事例問題を解く。 1時間 
復習 間違えた問題を解き直す。 1.5時間 

備

考 

オフィスアワー：火曜日3時限と水曜日2時限 
研究室：1号館3階309 
予習・復習については、試験前の学習で補完すること。 

  



2019年度健康栄養学科シラパス

科目名 特別講座（臨床栄養学コース）（専門科目） I HNT441 I帯

英文名 Advanood Lecture 
担当教員 岡村信一、下JII哲昭、竹内真理、河原田律子、内田薫

科目に関連し 岡村信一：常勤国市として病院に勤務（紐験）、非常勤医師として病院に勤務（現在）

た実務経験 竹内真理：常勤管理栄養士として病院に勤務（経験）、非常勤管理栄養士としてクリニックに勤務（現在）

学年・隣鴎期 3年後期 ｜雌・悶 ｜必修 2単位

－ 目標 臨床栄養学分野に関する専門的な知識を横断的に習得し、卒業研究内容についてあらゆる観点から考察

し、充実した研究成果をあげる事を目的とする。

董l腫目標 1.所属ゼミに関連する分野の知識を横断的に吸収し、研究内容についてディスカッションすることができる。

2.卒業研究内容をまとめて発表することができる。

3.臨床現場で活用できるように、本講座で習得した思考方法・知識・技術の理解を深める。．

学位授与方針 ./ 豊かな人間性と職業倫理

との対応 ./ 専門的知識

./ 問題発見・解決力

./ 多様な社会・背景を理解し対応する能力

./ コミュニケーション能力

./ 自律的に生涯！こわたって学習する力

E軒直方；去 評価方法の基準は講義初回時に配布する。

課題に対する レポートの出包意図を適宜解説する。

フィードパック

使用教材 適宜プリントを使用する

講義院同事 イントロダクション・

1 該当する歪l漣目標 予習 各所属ゼミにおける卒業研究テーマを明確にしておく。 1.5時間

1,2 復習 卒業研究に必要な知識やf静E収集の方法などを整理する。 1.5時間

講事車内容 解剖学・生理学

2 該当する歪l漣目標 予習 それぞれの卒業研究の解剖学・生理学分野についての知識の整理 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講義院磨 臨床医学・病理学・

3 該当する歪l鹿目標 予習 それぞれの卒業研究の臨床医学・病理駒士野についての知識の整理 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

構畿内容 臨床栄養学の基礎・

4 該当する歪l漣目標 予習 それぞれの卒業研究の臨床栄養学の基礎についての知識の整理 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講義院理事 臨床栄養学・

5 骸当する歪｜漣目標 予習 それぞれの卒業研究の臨床栄養学についての知識の整理 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講義院磨 合同セミナー（研究紹介）（1）・

6 該当する歪l嬉目標 予習 それぞれの卒業研究の研究紹介準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講務内容 合同セミナー（研究紹介）（2）・
7 

それぞれの卒業研究の研究紹介準備 1.5時間該当する歪l漣目標 予習
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1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

情畿内容 ｜合同セミナー（研究紹介）（3）・

8 該当する歪嵯目標 予習 それぞれの卒業研究の研究紹介準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講義院磨 ｜合同セミナー（研究紹介）（4）・

9 該当する歪嵯目標 予習 それぞれの卒業研究の研究紹介準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講事車内容 ｜合同セミナー（研究紹介）（5）・

10 該当する歪l漣目標 予習 それぞれの卒業研究の研究紹介準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講義院磨 ｜卒業研究活動(1）・

11 該当する歪l漣目標 予習 それぞれの卒業研究の報告会準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

講義院時事 ｜卒業研究活動（2）・

12 該当する歪l漣目標 予習 それぞれの卒業研究の報告会準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

情滋内容 ｜卒業研究活動（3）・

13 骸当する歪l漣目標 予習 それぞれの卒業研究の報告会準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

情畿内容 ｜卒業研究活動（4）・

14 該当する歪嵯目標 予習 それぞれの卒業研究の報告会準備 1.5時間

1,2 復習 学習知識のまとめと発展 1.5時間

構畿内容 ｜合同セミナー（研究紹介）（2）・

15 該当する歪嵯目標 予習 研究紹介に向けた準備 1.5時間

1,2 復習 質疑応答などを研究の改善・発展に反映する。 1.5時間

備 オフィスアワー：（岡村）金曜5時限，（下JII)月曜1・5時限，金曜1・2時限，（竹内）木曜2・4時限，

考 （河原田）木曜1・4時限（内田）木曜5,6時限

メ－｝レアドレス：（岡村）okamura@t北asaki:u.ac.jp,（下J11) shimokawa・Il!働ak郡北i・u.ac.jp,

（竹内）m阻keuchl働aka回 ki・u.ac.jp,（河原田）nasu@takasaki・u.ac.j 

（内田）uchida・k@回kas北i・u.ac.jp

研究室：（岡村)1号館403研究室，（下川)1号館311研究室， 6号館栄養生理学研究室，

（竹内)1号館308研究室，（河原田)1号館4階臨床栄養学実習室（406研究室），

（内田）1号館3階セミナー室

本講座は、各自の能動的学習に基づいて進められる。予習・復習も各自積極的に行い、疑問点や課題点を見つけ

るようにする。予習・復習時間は、研究発表・論文作成に関わる自習で補完する。

・．実務経験に基づく内容を示す。
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科目名 特別講座（栄養科学・スポーツ栄養学コース）（専門科目） I HNT431 I帯

英文名 Advanood Lecture 
担当教員 田中進、木村典代、大家千枝子、永井俊匡、曽根保子

科目に関連し

た実務経験

学年・隣鴎期 3年後期 ｜雌・悶 ｜必修 2単位

－目標 栄養科学・スポーツ栄養学の各分野に関する専門的な知識を修得することを目標として、合同セミナー（研究

紹介）を通して各研究分野のE覇軍を深める。

至l腫目標 1.分子生物学分野：分子生物学研究の歴史を理解し、細胞聞の情報伝達の仕組みゃ遺伝子発現の制御が

説明できる。

2.分子栄養学分野：細胞内の情報伝達の仕組みゃ遺伝子多型を理解し、研究で利用されている実験の結果

を正しく解釈できる。

3.栄養生理学分野・特定のライフステージと各栄養素の生理学的作用の関わりについて理解し、健康増進・

疾病予防に有効な栄養管理について説明できる。

4.スポーツ栄養学分野：競技スポーツにおける栄養上の問題、パフォーマンスと副本組成、パフォーマンスを

高めるための栄器輸方法を理解し、そのメカニズムや評価方法を説明できる。

5.合同セミナーで行う研究紹介により各研究分野の理解を深め、プレゼ、ンテーションを通して文献の調査方

法、研究の立案方法、研究・実験方法、研究内容の理解、研究のまとめ方、研究の発表方法を身に付け、卒

業研究に応用することができる。

学位授与方針 ./ 豊かな人間性と職業倫理

との対露 ./ 専門的知識

./ 問題発見・解決力

./ 多様な社会・背景をE里解し対応する能力

./ コミュニケーション能力

./ 自律的に生涯lこわたって学習する力

阿面方法 レポート（4固）80%、研究紹介20%で評価する。

総合評価60%以上を合格とする。

課題に対する レポートlこはコメントを付けて返却する。

フィードパック

使用教材 講義のプリントは随時プリントして配布する。

構務内容 イントロダクション

1 該当する歪嵯目標 予習 シラパスの内容を読んで、講義目標や到達目標などを理解する。 1時間

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理解する。 1時間

講義院磨 分子生物学(1）分子生物学の歴史

該当する歪l漣目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間
2 

1 復習 メンデルからWatson& CrickのDNAの二重らせん構造およびヒトゲノム計画 1時間

までの分子生物学の歴史をE封草する。

情穫内容 分子生物学（2）細胞間↑静E伝達

3 該当する歪l鹿目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間

1 復習 細胞間↑静E伝達の仕組みとそれに関連する生活習慣病などについて理解する。 1時間

4 構畿内容 分子生物学（3）遺伝子発現の制御
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該当する歪l縫目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間

1 復習 転写と翻訳レベルの調節についてE朝草する。 1時間

講務院理事 ｜分子栄養学(1）細胞内情健

該当する歪l漣目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間
5 

細胞内情報伝達の仕組みと、活性制御・発現制御の違いを理解し、プリントの演 1時間2 復習

習問題を解く。

購穣内容 ｜分子栄養学（2）遺伝子多型と栄養

該当する歪l漣目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間
6 

遺伝子多型とは何か、それがどうヒトの生体に最多響するかを理解し、プリントの演 1時間2 復習

習問題を解く。

講義院磨 ｜分子栄群（3）分子栄群の研究者去

7 該当する歪l漣目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間

2 復習 研究手法の原理と、そこから何が分かるかを理解し、プリントの演習問題を解く。 1時間

講義院理事 ｜栄養生理学(1）タンパク質の生理学的作用

該当する歪l漣目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間
8 

特定のライフステージとタンパク質の生理学的作用について理解し、健康増進・ 1時間3 復習

疾病予防に有効な栄養管理についての新規知見・情報をまとめる。

情畿内容 ｜栄養生理学（2）脂質の生理鞠作用

該当する歪嵯目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間
9 

特定のライフステージと指質の生理学的作用について理解し、健康増進・疾病予 1時間3 復習

防に有効な栄養管理についての幸欣見知見・f静Eをまとめる。

講事車内容 ｜栄養生理学（3）ビタミンの生理学的作用

該当する歪｜漣目標 予習 事前に配布したプリントに目を通す。 1時間
10 

特定のライフステージとビタミンの生理学的作用について理解し、健康増進・疾病 1時間3 復習

予防に有効な栄養管理についての新規知見・f静Eをまとめる。
情麓内容 ｜スポーツ栄養学（1）競臥ポーツと栄養問題

11 骸当する歪l漣目標 予習 2年次のスポーツ栄養学で学んだ栄養障害を見直してくる。 1時間

4 復習 講義の内容を理解し、配布プリントの課題を行うこと 1時間

構畿内容 ｜スポーツ栄養学（2）パフォーマンスと身体組成

12 該当する歪嵯目標 予習 2年次のスポーツ栄養学で学んだ身体組成の章を見直してくる。 1時間

4 復習 講義の内容を理解し、配布プリントの課題を行うこと 1時間

情務内容 ｜スポーツ栄養学（3）パフォーマンスと栄養補給

13 該当する歪嵯目標 予習 2年次のスポーツ栄養学で学んだ栄養榔合の章を見直してくる。 1時間

4 復習 講義の内容を理解し、配布プリントの課題を行うこと 1時間

講義院磨 ｜合同セミナー研究紹介（1)

14 該当する歪値目標 予習 合同セミナーのプレゼンテーションに向けての準備を行う。 3時間

5 復習 各研究紹介の研究内容を理解する。 1時間

構議内容 ｜合同セミナー研究紹介（1)

15 該当する歪l撞目標 予習 合同セミナーのプレゼ、ンテーションに向けての準備を行う。 3時間

5 復習 各研究紹介の研究内容を理解する。 1時間

備 【授業の進め方】

考 講義に関する資料や教科書などを授業の予習・復習で確認し、講義中に確認のテスト等を実施することがある。合

-296-

d-hirata
ハイライト表示

d-hirata
ハイライト表示

d-hirata
ハイライト表示

d-hirata
ハイライト表示



2019年度健康栄養学科シラパス

同セミナーでは各自が研究紹介を行い、それに関する意見、質問を講義出席者に求めることがある。

※2単位を修得するためには、講義時間（30時間（実質90分×15回））＋予習・復習時間（60時間）が必要です。

不足分は各自の学習で補完すること。

【オフィスアワー】

田中：前期（火4時限目）、後期（火4時限目）。質問はメール（岡田ka@takasaki・u.ac.jp）でも受け付ける。

木村：前期（水5時限目）、後期（月 5時限目）。質問はメール（恒murai説法asaki・u.ac.jp）でも受け付ける。

大家：前期・後期とも火曜日 12時～14時30分。

永井：前期・後期とも月 5時限目。質問はメール（tnag.出動aka岨 lci-u.ac.jp）でも受け付ける。

1号館504研究室または1号館4F栄養学研究室に常駐しているので、メールで連絡をもらえれば、それ以外の時

間も柔軟に対応する。

曽根前期（月 5時限目）、後期（月 4時限目）。質問はメーJレ（sone・y@t北asaki・u.飢 jp）でも受け付ける。
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科目名 薬理学・衛生薬学実習 （実習科目） PHP331 実習 

担当教員 松岡功、平野和也、吉田真、今井純、本間成佳、伊藤政明、坂井隆浩、三反崎聖、吉田一貴 

学年・開講期 3年 後期 必選・単位数 必修 ・ 2単位 

講義目標 生体と薬物の相互作用を学ぶ学問である基礎系科目の薬理学、機能形態学の講義内容の理解を深めるこ

とを目的として、動物および動物臓器に対する薬物の作用を観察し、実験データから各種薬物の作用機序を

考察することができる。動物の取り扱い方法や薬物の投与法を身につけ、実験計画の立て方と実験データ

の統計的解析の方法等を修得し、推計統計学で学習した内容を復習する。 

また、大気、室内環境に関わる環境基準項目の測定・解析を行い、環境衛生試験法を理解し実践できる。こ

れらを通じて、公衆衛生学で学習した内容を復習する。 

到達目標 1. 実験動物・人体模型・シミュレーターなどを用いて各種臓器の名称と位置を確認できる。C7－（1）－③

－2 

2. 動物実験における倫理について配慮できる。 E1－（1）－②－1 

3. 実験動物を適正に取り扱うことができる。 E1－（1）－②－2 

4. 実験動物での代表的な投与方法が実施できる。 E1－（1）－②－3 

5. 自律神経系に作用する代表的な薬物の効果を動物実験で測定できる。 E2－（1）－①－4 

6. 知覚神経、運動神経に作用する代表的な薬物の効果を動物実験で測定できる。E2－（1）－②－3 

7. 中枢神経系に作用する薬物の効果を動物実験で測定できる。 E2－（1）－③－12 

8. 血液凝固を阻害する代表的な薬物の作用を測定できる。 

9. 循環器系に作用する薬物の効果を動物実験で測定できる。 E2－（3）－①－6 

10. 油脂が変敗する機構を説明し、油脂の変質試験を実施できる。D1－（3）－②－2 

11. 電離放射線を列挙し、生体への影響を説明できる。 D2－（1）－④－1 

12. 非電離放射線（紫外線、赤外線など）を列挙し、生体への影響を説明できる。 D2－（1）－④－4 

13. 人が生態系の一員であることをふまえて環境問題を討議する。（態度）D2－（2）－①－5 

14. 水道水の水質基準の主な項目を列挙し、測定できる。 D2－（2）－③－3 

15. 水質汚濁の主な指標を列挙し、測定できる。 D2－（2）－③－5 

16. 主な大気汚染物質を測定できる。D2－（2）－④－2 

17. 室内環境を評価するための代表的な指標を列挙し、測定できる。D2－（2）－⑤－1 

学位授与方

針との対応

豊かな人間性と倫理観 

 基礎科学的知識・技能 

 薬学に関する実践的知識・技能・態度 

論理的思考力・問題解決力 

コミュニケーション能力 

 生涯学習力 

評価方法 レポート・実習参加態度・発表（70%）、実習筆記試験（30%）を基にして総合的に評価する。レポート・実習参加

態度・発表会の評価は、本科目独自のルーブリック表を用いて行う。評価方法の基準を実習全体ガイダンス

で告知する。成績評価には実習レポートの提出が必須である。 

課題に対す

るフィードバ

ック

レポートはコメントを付け返却し、必要に応じて訂正後、再提出されたものについて最終評価を行う。 

全ての実習結果は集計し、発表会を行うことにより結果の考察を共有する。 

使用教材 学生実習書Ⅱ（高崎健康福祉大学薬学部） 

1 

講義内容 全体ガイダンス（松岡） 

該当する到達目標 

1、2 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間
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2 

講義内容 実験動物の取り扱い方･薬物投与法（坂井、伊藤、今井、吉田、本間、松岡、三反崎） 

該当する到達目標 

2、3、4 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

3 

講義内容 二重盲検法（今井、伊藤、坂井、本間、三反崎） 

該当する到達目標 

1、2、7 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

4 

講義内容 血管に作用する薬物（吉田、伊藤） 

該当する到達目標 

2、3、5、9 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

5 

講義内容 血管作動性物質のPCシミュレーションによる実験（吉田、伊藤） 

該当する到達目標 

1、2、9 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

6 

講義内容 血圧に作用する薬物（吉田、伊藤） 

該当する到達目標 

2、3、4、5、9 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

7 

講義内容 抗凝固薬と血中ｶﾙｼｳﾑ濃度（松岡、本間） 

該当する到達目標 

2、3、8 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

8 

講義内容 腸管に作用する薬物（松岡、本間） 

該当する到達目標 

1、2、3、5、6 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

9 

講義内容 腸管に作用する薬物のPCシミュレーションによる実験（松岡、本間） 

該当する到達目標 

1、2、3、5、6 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

10

講義内容 中枢神経系に作用する薬物 ①-催眠薬（坂井、三反崎） 

該当する到達目標 

2、3、4、7 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

11

講義内容 中枢神経系に作用する薬物 ②-麻薬性鎮痛薬（坂井、三反崎） 

該当する到達目標 

2、3、4、7 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

12
講義内容 中枢神経系に作用する薬物 ③-抗うつ薬（s坂井、三反崎） 

該当する到達目標 

2、3、4、7 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

d-hirata
ハイライト表示

hayashi-a
長方形

hayashi-a
テキストボックス
3時限薬理学（①）
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復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

13

講義内容 衛生－大気環境の試験法・公共用水の試験法（平野、今井） 

該当する到達目標 

13, 15, 16 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

14

講義内容 衛生－室内環境の試験法・環境放射線測定法（平野、今井） 

該当する到達目標 

11 ‒ 13, 17 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

15

講義内容 衛生－水環境の試験法・油脂変質試験法（平野、今井） 

該当する到達目標 

10, 13, 14 

予習 実習開始前に該当部分の実習書を読み内容を理解しておく。各項目に関

連する薬理学、機能形態学、公衆衛生学の内容を復習しておく。 

１時間

復習 実習内容を適切にまとめ課題について調べレポートを作成する。 3時間

16

講義内容 実習発表会準備（スモールグループで全体結果を集計、統計処理を行い、討議によって発表

内容をまとめる） 

該当する到達目標 

1 - 17 

予習 自分が担当する発表課題について予習する。 １時間

復習 収取したした結果を適切にまとめ発表の準備をする。 3時間

17
講義内容 発表会 ①・実習筆記試験① 

該当する到達目標 

1 - 17 

予習 発表内容を確認する 1時間

復習 全てのグループの発表内容について考察する 1時間

18
講義内容 発表会 ②・実習筆記試験② 

該当する到達目標 

1 - 17 

予習 発表内容を確認する 1時間

復習 全てのグループの発表内容について考察する 1時間

備

考

オフィスアワー：各担当教員の時間に準ずる。 

hayashi-a
長方形

hayashi-a
テキストボックス
薬理学(②)【3限】ﾋﾟﾝｸ【4限】青

hayashi-a
ハイライト表示

hayashi-a
ハイライト表示

hayashi-a
テキストボックス
（注意）3時限の薬理学・衛生薬学実習（①）は「9回目」3時限の薬理学・衛生薬学実習（②）は「14回目の室内環境の試験法」4時限の薬理学・衛生薬学実習（②）は「14回目の環境放射線測定法」上記内容がそれぞれ当日の該当予定内容となっています。



模擬薬局実習（実習科目）

担当者 

大林 恭子・岡田 裕子・糸井　重勝・土井 信幸・前田 恵里・高橋 恵美利・小見 暁子

開講学科と時期・単位

薬学科 4年・後期・必・2単位

講義目標 

病院及び薬局で実務実習を行うために、基本的な知識、技能および態度を修得する。

到達目標 

・処方せんの様式と必要記載事項、記載方法について説明できる。F－(2)－②－3
・処方せんの監査の意義、その必要性と注意点について説明できる。F－(2)－②－4
・処方せんを監査し、不適切な処方せんについて、その理由が説明できる。F－(2)－②－5
・処方せん等に基づき疑義照会ができる。（技能・態度）F－(2)－②－6
・薬袋，薬札（ラベル）に記載すべき事項を適切に記入できる。（技能）F－(2)－③－1
・処方せんに従って、計数・計量調剤ができる。（技能）F－(2)－③－3
・無菌操作の原理を説明し、基本的な無菌操作を実施できる。（知識・技能）F－(2)－③－6
・抗悪性腫瘍薬などの取扱いにおけるケミカルハザード回避の基本的手技を実施できる。（技能）F－(2)－③－
7
・処方せんに基づき調剤された薬剤の監査ができる。（知識・技能）F－(2)－③－8
・適切な態度で、患者・来局者と応対できる。（態度）F－(2)－④－1
・患者・来局者から、必要な情報（症状、心理状態、既往歴、生活習慣、アレルギー歴、薬歴、副作用歴等）

を適切な手順で聞き取ることができる。（知識・態度）F－(2)－④－3
・患者・来局者に、主な医薬品の効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、相互作用、保管方法等につ

いて適切に説明できる。（技能・態度） F－(2)－④－4
・衛生的な手洗い、スタンダードプリコーションを実施できる。（技能）F－(2)－⑥－5

講義内容と講義計画 

第 1～3回 ガイダンス：目的、調剤に必要な知識、一般的な注意事項、事故発生時の対応、身だしなみ等
第 4～6回 処方せんの受付、処方せんの点検（監査）、疑義照会、薬袋・薬札（ラベル）の作成
第 7～9回 処方せんの受付、処方せんの点検（監査）、疑義照会、薬袋・薬札（ラベル）の作成の見極め
第 10～12回 計数調剤（錠剤・カプセル剤等） 

第 13～15回 計量調剤（散剤）

第 16～18回 計数調剤、計量調剤（散剤）の見極め

第 19～21回 計量調剤・水剤

第 22～24回 計量調剤・軟膏剤

第 25～27回 計量調剤（水剤、軟膏剤）の見極め

第 28～30回 無菌操作・衛生的な手洗い、注射剤の混合（1）
第 31～33回 無菌操作・衛生的な手洗い、注射剤の混合（2）
第 34～36回 無菌操作の見極め

第 37～39回 調剤薬鑑査（1）
第 40～42回 調剤薬鑑査（2）
第 43～45回 調剤薬鑑査の見極め

第 46～48回 患者・来局者の応対、情報提供：病棟患者の面談・情報収集と服薬指導（1）
第 49～51回 患者・来局者の応対、情報提供：病棟患者の面談・情報収集と服薬指導（2）
第 52～54回 患者・来局者の応対、情報提供：病棟患者の面談・情報収集と服薬指導の見極め

第 55～57回 患者・来局者の応対、情報提供：来局者の応対（OTCを含む）・情報収集と服薬指導（1）
第 58～60回 患者・来局者の応対、情報提供：来局者の応対（OTCを含む）・情報収集と服薬指導（2）
第 61～63回 患者・来局者の応対、情報提供：来局者の応対（OTCを含む）・情報収集と服薬指導の見極め

d-hirata
ハイライト表示



評価方法 

評価方法は 技能・態度に対する見極め試験（90％）及び実習中の態度（10％）とする。 

評価基準については、実習初回時（ガイダンス）に説明する。実習態度に関しては本科目のルーブリック表

に従い評価する。 

使用教材 

学生実習書Ⅲ 

使用教材として、教科書の他にプリントを配布する場合もある。調剤指針(薬事日報社)、調剤学総論(南山堂)、

治療薬マニュアル（医学書院）、今日の治療薬(南江堂)などを参考資料として使用する。 

授業外学習の内容 

学生実習書Ⅲを予習すること。

備考 

薬剤師として求められる基本的な資質薬剤師として求められる基本的な資質 1. 薬剤師としての心構え 2．
患者・生活者本位の視点 3．コミュニケーション能力 6.薬物療法における実践的能力
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看 085 医療コミュニケーション論 

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） 
NRS116 講義 

英文名 Medical Communication 

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 必選・単位数 必修 1 単位 

講義目標 
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 ■ 

 

学位授与方

針との対応 

✓ １．人間理解と倫理観 

✓ ２．論理的思考・問題解決力 

✓ ３．チームの一員としての協調・協働 

 
４．国際理解 

 
５．生涯学習力 

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 

 

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 

 

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 

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 ■ 

該当する到達目標 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 医療場面の看護活動と患者とのコミュニケーションの理解 ■ 

該当する到達目標 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 コミュニケーションの構成要素と落とし穴 

該当する到達目標 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 

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 
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4 

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） 

該当する到達目標 予習 テキストの第 2 章を読んでくる 1.5 時間 

1 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 

5 

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 

該当する到達目標 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 

6 

講義内容 聞く・伝えるスキルの学習 

該当する到達目標 予習 テキストの第 6 章を読んでくる 1.5 時間 

1，2 復習 DVD[スキル学習Ⅰ]で学べたスキルと自己の課題を整理する 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 

該当する到達目標 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 ■ 

該当する到達目標 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 

1,2,3 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 

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 ■ 

該当する到達目標 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 Ⅰ 

該当する到達目標 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 Ⅱ 

該当する到達目標 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 

該当する到達目標 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 

該当する到達目標 予習 3 回のロールプレイで、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 1,2,3 

該当する到達目標 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 
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15 

講義内容 総まとめと演習 

該当する到達目標 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 

備

考 

担当教員連絡先：池田優子 E メールアドレス yikeda @takasaki-u.ac.jp 

オフィスアワー：月曜日３－５限  木曜日１－２限 

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とパワーポイントを

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。） 

 
  



 
 

科目名 理学療法評価学Ⅱ（専門科目） PTS212 講義 
担当教員 

 

 

 

 

 

 

中川和昌・篠原智行 
 
 
 
 
 
 

学年・開講期 2年 後期 必選・単位数 必修 2単位  
講義目標 「理学療法評価学Ⅰ」で学んだ内容を基に，様々な理学療法の対象となる代表的な疾患別の評価方法，各疾

患の特徴や評価結果を踏まえた理学療法評価の流れについて学ぶ。 
また特別な機器を用いた評価方法について学ぶ。 

到達目標 1. 代表的な疾患の理学療法評価の流れを理解し，各評価の意義を説明できる。 
2. 代表的な疾患の理学療法評価の方法について説明できる。 
3. 身体各部位における理学療法評価の意義を説明できる。 
4. 身体各部位における理学療法評価の方法について説明できる。 

学位授与方針

との対応 

  １．豊かな人間性と倫理観 
✓ ２．専門知識・技術の活用力 
✓ ３．論理的思考力 
  ４．チームへの貢献力 
      ５．生涯学習力 

評価方法 筆記試験，毎回の小テスト 
課題に対する

フィードバック 

毎回の小テストは次回の授業で解答・解説を行う。また，小テストの内容は前回の授業で扱った内容とし，授

業内容の理解度についても小テストにてフィードバックを行う。 
使用教材 ビジュアルレクチャー 理学療法基礎評価学 医歯薬出版株式会社 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当する到達目標 

1 
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。 1.5時間 
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時間 

2 
講義内容 姿勢・歩行の評価 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書13章を読み，内容を理解する。 1時間 
復習 自分の歩行を歩行周期で分けて観察し，正常との違いを比較する。 1.5時間 

3 
講義内容 バランス評価 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書12章を読み，内容を理解する。 1時間 
復習 教科書253～257ページの臨床評価指標を読み，内容を理解する 1.5時間 

4 
講義内容 体力評価 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書15章を読み，内容を理解する。 1時間 
復習 体力評価を行う際のリスクについて確認し，その内容を理解する。 1.5時間 

5 
講義内容 各疾患における理学療法評価の流れ 
該当する到達目標 

1.2 
予習 教科書1章を読み，内容を理解する。 1時間 
復習 配布資料を読み，理学療法評価の流れを理解する。 1.5時間 

6 
講義内容 運動器疾患の評価 ： Special test 
該当する到達目標 

1,2 
予習 人体の神経・血管系，骨，軟部組織の解剖について確認する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価結果の解釈について理解する。 1.5時間 

7 
講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （上肢・体幹） 
該当する到達目標 

3,4 
予習 上肢・体幹の代表的な運動器疾患について調べる。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価結果の解釈について理解する。 1.5時間 

8 
講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （下肢） 
該当する到達目標 

3,4 
予習 下肢の代表的な運動器疾患について調べる。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価結果の解釈について理解する。 1.5時間 
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9 
講義内容 機器を用いた評価 ： 呼吸・代謝系 
該当する到達目標 

1,2 
予習 呼吸・循環・代謝に関する基礎知識に関して復習し，理解する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価結果の解釈について理解する。 1.5時間 

10 
講義内容 機器を用いた評価 ： 重心動揺計，筋電計 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書12章を読み，立位バランスに関わる要素を理解する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価結果の解釈について理解する。 1.5時間 

11 
講義内容 機器を用いた評価 ： 等速性筋力，等尺性筋力 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書7章－Ⅱを読み，内容を理解する。 1時間 
復習 機器を用いた筋力評価の利点・欠点について理解する 1.5時間 

12 
講義内容 神経系疾患の評価 ： 脳血管障害 （片麻痺） 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書11章―Ⅱ・4を読み，内容を理解する。 1時間 
復習 脳血管障害の評価の流れを確認し，その方法について説明する。 1.5時間 

13 
講義内容 神経系疾患の評価 ： 高次脳機能評価 
該当する到達目標 

1,2 
予習 運動と感覚に関係する神経伝導路を確認する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価結果の解釈について理解する。 1.5時間 

14 
講義内容 神経系疾患の評価 ： 各疾患における評価 
該当する到達目標 

1,2 
予習 中枢及び末梢神経疾患を挙げ，その概要を理解する。 1時間 
復習 配布資料を読み，各疾患の評価の流れを理解する。 1.5時間 

15 
講義内容 日常生活活動 ・生活の質の評価 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書14章を読み，内容を理解する。 1時間 
復習 教科書259～266ページの臨床評価指標を読み，内容を理解する。 1.5時間 

備

考 

質問は随時受け付けます。 
メールアドレス：nakagawa-ka@takasaki-u.ac.jp 
オフィスアワー：水曜16：30～18：00 研究室：3 号館2階204号室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
科目名 幼児と健康（保育・教育の内容） CES107 講義 

英文名 Health in Early Childhood 
担当教員 山西 加織 
科目に関連し

た実務経験 
 

学年・開講期 1年 後期 必選・単位数 保育・教育コース 必修 2単位 教員養成コース 選択 2単位 
講義目標 乳幼児期の心身の健康および発育発達について理解を深め、子どもに必要な体験とは何かを学ぶ。ま

た、園生活をとおして子どもたちが心と体の健康を培っていくために、保育者として子どもの運動遊びや基

本的生活習慣の形成、安全等をどのように支え、役割を果たしていけばよいのかを考えていく。 

到達目標 1．乳幼児期における心身の発達に関する知識を身につける。 
2．幼児期の運動発達の特徴と発達に必要な運動経験を説明できる。 
3. 幼児期の生活習慣形成と安全教育に関する意義や基本的な考え方を理解している。 
4. 子どもの健康をめぐる現代的課題とその背景を理解している。 

学位授与方針

との対応 

✓ 豊かな人間性と教養 
✓ 専門的知識 
✓ 問題発見・解決力 
✓ 多様な社会・背景を理解し対応する能力（多様性理解） 
✓ 自律的・意欲的に学習する力 

評価方法 授業への貢献度（30%）、レポート課題（10%）、筆記試験（60%） 
課題に対する

フィードバック 

提出された課題は適宜返却するので、復習しておくこと。期末試験後に、問題出題の意図を説明する。 

使用教材 教科書「保育内容『健康』生きる力を育む健やかな心とからだ」宮下恭子編著（大学図書出版）、幼稚園教

育要領解説（文部科学省）、その他適宜資料を配布する。 

1 
講義内容 オリエンテーション 子どもの健康とは 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書第1章を読み、子どもの健康について興味関心を高める。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

2 

講義内容 子どもの健康をめぐる現代的課題 
該当する到達目標 

1,4 
予習 子どもの健康や運動経験で課題となっていることを新聞、雑誌、インターネット

等で調べる。 
0.5時間 

復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

3 
講義内容 乳幼児期の身体発達 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書第2章（31～32頁）をよく読む。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

4 
講義内容 乳幼児期の運動発達 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書第2章（33～48頁）をよく読む。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

5 
講義内容 子どもの体力・運動能力 
該当する到達目標 

1,2,4 
予習 教科書第3章をよく読む。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 



6 
講義内容 子どもの健康な生活習慣の獲得

該当する到達目標

1,3 
予習 教科書第4章をよく読む。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

7 
講義内容 子どもの安全への配慮と安全教育

該当する到達目標

1,3 
予習 教科書第8章、第9章をよく読む。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

8 

講義内容 幼児期の運動遊びや身体活動

該当する到達目標

1,2 
予習 幼児期の運動遊びや身体活動をいくつか挙げ、対象年齢や遊び・活動内容をノ

ートにまとめる。

0.5時間 

復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

9 
講義内容 多様な動きを引き出す運動遊びの実際（1）3歳未満児 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 3歳未満児の遊びをいくつか挙げ、遊び内容と援助の留意点を考える。 0.5時間 
復習 授業で取り上げた遊びについて、ノートにまとめる。 0.5時間 

10 
講義内容 多様な動きを引き出す運動遊びの実際（2）3歳児 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 3歳児の遊びをいくつか挙げ、遊び内容と援助の留意点を考える。 0.5時間 
復習 授業で取り上げた遊びについて、ノートにまとめる。 0.5時間 

11 
講義内容 多様な動きを引き出す運動遊びの実際（3）4歳児 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 4歳児の遊びをいくつか挙げ、遊び内容と援助の留意点を考える。 0.5時間 
復習 授業で取り上げた遊びについて、ノートにまとめる。 0.5時間 

12 
講義内容 多様な動きを引き出す運動遊びの実際（4）5歳児 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 5歳児の遊びをいくつか挙げ、遊び内容と援助の留意点を考える。 0.5時間 
復習 授業で取り上げた遊びについて、ノートにまとめる。 0.5時間 

13 
講義内容 多様な動きを引き出す運動遊びと環境構成

該当する到達目標

1,2,3 
予習 授業で取り上げた遊びについて、環境構成を考えノートにまとめる。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

14 
講義内容 これからの子どもの健康づくり

該当する到達目標

4 
予習 教科書や配布資料を読み返し、全体を復習する。 0.5時間 
復習 授業で学習した内容をノートにまとめる。 0.5時間 

15 
講義内容 まとめ 定期試験

該当する到達目標

1,2,3,4 
予習 教科書や配布資料を読み返し、全体を復習する。 0.5時間 
復習 教科書や配布資料を読み返し、全体を復習する。 0.5時間 

備

考

【授業の進め方】パワーポイントや視聴覚メディア（DVD）等を活用し、講義とグループワークで授業を進める。

遊びの実際では、実技を中心に補足説明を加えながら進めていく。

※実技の際にはトレーニングウェアとトレーニングシューズ（体育館用、外履き用）を着用し、運動にふさわしい

身だしなみで参加すること。貴重品は各自で管理すること。

オフィスアワー：【前期】月曜3時限，火曜2時限 【後期】月曜5時限，火曜5時限 
メールアドレス：yamanishi@takasaki-u.ac.jp
研究室：8号館505研究室 
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科目名 図画工作（保育・教育の内容） CES208 演習

英文名 Drawing and Handicrafts 
担当教員 増田 金吾

科目に関連し

た実務経験

中学校美術科教諭として東京都公立中学校に勤務（経験）、幼稚園長として国立大学附属幼稚園に勤務

（経験）、東京都公立小学校で教育実習の指導教員を行う（経験）

学年・開講期 2年 後期 必選・単位数 保育・教育コース 選択 2単位、教員養成コース 必修 2単位 
講義目標 図画工作科を指導する際、子ども理解とその教科内容の把握が重要である。

「小学校学習指導要領 図画工作」が示す造形遊びをする活動、絵や立体に表す活動、工作に表す活動、

鑑賞の活動など各学年の内容を、美術教育の意義や諸領域の教育的意義・目標を踏まえた上で演習し習

得する。

到達目標 1.小学校図画工作科の目標と内容、及びその意義を理解できる。 
2.教材や資料等について触れ、演習を通して実践的な指導力を身に付ける。 ⬛ 
3.題材研究について、演習を通して理解し習得する。 

学位授与方針

との対応

✓ 豊かな人間性と教養

✓ 専門的知識

✓ 問題発見・解決力

✓ 多様な社会・背景を理解し対応する能力（多様性理解）

✓ 自律的・意欲的に学習する力

評価方法 課題作品(80%)、「造形遊び」の活動に関わる自己の記録(20%)により総合的に判断する。 
総合評価６０％以上を合格とする。

課題に対する

フィードバック

課題作品は、必要に応じてコメントを付して返却する。「造形遊び」の活動に関わる自己の記録は、コメント

を付して返却し、結果を全体的に解説する。

使用教材 教科書は使用しない。その代わりに、プリントを配付するのでファイルにとじるなどしておき、とじたもの全

体を毎回持参すること（このシラバスもとじておくこと）。

1 

講義内容 ガイダンス。美術教育映画「トントンギコギコ」の鑑賞 （DVD 使用）（この回のみ、207 教室で行う）。

実践に基づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1 
予習 シラバスを読んで、本講義の目標などを理解しておくこと。 1.5時間 
復習 演習の到達目標、内容、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 絵に表す：「物語の絵」⑴ 製作（題材）の意義説明、製作（鉛筆、水彩絵の具など）。導入で実践に基

づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 どんな物語を扱うかを考える。充実した作品となるよう、構想を練る。 2.0時間 
復習 「物語の絵」の題材としての意義を考える。 1.0時間 

3 
講義内容 絵に表す：「物語の絵」⑵ 製作（続き）（鉛筆、水彩絵の具など）

該当する到達目標

1,2,3 
予習 創造的な技能を考え、より充実した作品となるよう、構想を練る。 1.5時間 
復習 「物語の絵」の題材としての意義を理解する。 1.5時間 

4 

講義内容 立体に表す：「ぎゅっとしたい私の友だち」⑴ 製作（題材）の意義説明、製作（アイディアを生かす）。

導入で実践に基づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 動物や魚など、どんな「友だち」にするか考える。 2.0時間 
復習 アイディアとは何かを考える。 1.0時間 

5 
講義内容 立体に表す：「ぎゅっとしたい私の友だち」⑵ 製作（クラフト紙で袋を作り、中に紙を詰め込んで製

作） 
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該当する到達目標

1,2,3 
予習 製作の過程を考える。 1.5時間 
復習 アイディアと製作活動との結びつきを理解する。 1.5時間 

6 

講義内容 立体に表す：「ぎゅっとしたい私の友だち」⑶ 製作（作品完成）

該当する到達目標

1,2,3 
予習 製作の表現としての意味を考える。今まで受けた授業の理論面について整理

する。

2.0時間 

復習 「立体に表す」の題材としての意義を理解する。 1.0時間 

7 

講義内容 工作に表す：小物入れ ⑴ 製作（題材）の意義説明、製作（アイディアを生かす） 。導入で実践に基

づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 どのような小物入れを作るか考える。 2.0時間 
復習 「工作に表す」の題材としての意味を考える。 1.0時間 

8 
講義内容 工作に表す：小物入れ ⑵ 製作（紙粘土など） 

該当する到達目標

1,2,3 
予習 どのような小物入れとして仕上げるか考え、同時に創造的な技能を考える。 1.5時間 
復習 製作と指導の関係性を考える。 1.5時間 

9 
講義内容 工作に表す：小物入れ ⑶ 製作（紙粘土、ニスなど）  

該当する到達目標

1,2,3 
予習 創造的な技能を考え、より充実した作品となるよう、構想を練る。 1.5時間 
復習 「工作に表す」の題材としての意義を理解する。 1.5時間 

10 

講義内容 造形遊び：「新聞紙で何ができるかな」⑴ 活動（題材）の意義説明、活動（アイディアを生かす、新聞

紙など）。導入で実践に基づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 新聞紙で何ができるか、加えて自分が使いたい材料を考える。 1.5時間 
復習 「造形遊び」の題材としての意味を理解する。 1.5時間 

11 
講義内容 造形遊び：「新聞紙で何ができるかな」⑵ 活動（新聞紙など）、「造形遊び」の活動を記録

該当する到達目標

1,2,3 
予習 どんな活動になるか構想してみる。 1.5時間 
復習 「造形遊び」の題材としての意義を理解する。 1.5時間 

12 

講義内容 絵に表す（版に表す）：紙版画 ⑴ 製作（題材）の意義説明、アイディアと下絵作成。導入で実践に基

づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 紙版画に用いる主題を考える。 1.5時間 
復習 「絵に表す」のうち、「版に表す」題材としての意義を考える。 1.5時間 

13 
講義内容 絵に表す（版に表す）：紙版画 ⑵ 製作（刷り、版画用の紙、インクなど） 

該当する到達目標

1,2,3 
予習 紙版画の創造的技法について考える。 1.5時間 
復習 紙版画における主題と技法との関係性を理解する。 1.5時間 

14 
講義内容 絵に表す（版に表す）：紙版画 ⑶ 製作（作品完成）

該当する到達目標

1,2,3 
予習 紙版画等、図画工作の題材についてその意義を考える。 1.5時間 
復習 紙版画等、図画工作の題材についての意義を理解する。 1.5時間 

15 

講義内容 題材研究：合評会（鑑賞）。実践に基づいた説明を行う。⬛ 
該当する到達目標

1,2,3 
予習 鑑賞の活動としての題材研究にふさわしく、最も他の人に見てもらいたい自分

の作品１点を準備する。

1.0時間 

復習 自己評価を行うと共に、表現と鑑賞の意味について理解し、題材研究の意義を

理解する。

2.0時間 

備

考

・授業は、通常は実習室で行うが、DVDを使用する 1回目の授業は教室で実施します。

・オフィスアワーとしては、出講日の昼休みには講師控室（または、8号館4階407研究室）におります。

・授業期間全体を通じた授業の進め方としては、全員が演習（実技中心）を充実して行えるよう努めます。

・授業担当教員のメールアドレス：kingomasuda@me.com
・予習・復習の際に生じた不明な点があれば、当日の授業中のことも含め質間を授業中にしてください。クラス全
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員で共有することが大切であるためです。しかし、その後別の質問等が生じたら、メールで連絡してください。で

きるだけ速やかに答えます。 
・ルールとしては、けじめのある態度で受講するようお願いします。 
・参考文献「教科教育学シリーズ⑧図工・美術科教育」橋本美保・田中智志監修、増田金吾編著、一藝社、平成27
年４月発行、2,200円十税。 
⬛：実務経験に基づく内容を示す。 
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科目名 コンピュータ入門Ⅱ（リテラシー） LAL013 講義 
英文名 

 

 

 

 

 

 

Introduction to ComputerⅡ 
 
 
 
 
 
 

担当教員 坂本 孝 
科目に関連し

た実務経験 
SEとして情報通信企業に勤務（経験） 

学年・開講期 1年 後期 必選・単位数 必修 2単位 
講義目標 IT社会においてコンピュータを真に活用するためには、ただ単にコンピュータの操作ができるだけでなく、そ

の背景となる技術を理解することが必要不可欠である。「コンピュータ入門」の後編である本講義では、ネット

ワークとセキュリティを中心とした基本知識について学ぶ。 
到達目標 1.コンピュータ内部での演算の仕組みやファイルの扱いについて説明できる。 

2.ネットワークの基本用語について説明できる。 
3.IPアドレスの設定について理解し、自分で適切な設定できる。■ 
4.セキュリティ対策の基本用語について説明できる。 
5.システムの性能についての計算ができる。■ 

学位授与方針

との対応 

  豊かな人間性と幅広い教養 
✓ 健康・医療および情報に関する知識・技能 
  問題解決力 
  コミュニケーションスキル 
  生涯学習力 

評価方法 毎回の確認テスト(80%)、検定結果(20%)により評価する。 
課題に対する

フィードバック 

毎回の確認テストは採点して翌週返却し、解説する。 

使用教材 自作のプリント 

1 
講義内容 補数 
該当する到達目標 

1 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

2 
講義内容 負の数 
該当する到達目標 

1 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

3 
講義内容 演算のしくみ 
該当する到達目標 

1 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

4 
講義内容 ファイルシステム 
該当する到達目標 

1 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

5 
講義内容 ファイル形式 
該当する到達目標 

1 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

6 
講義内容 ネットワーク① 基本用語 
該当する到達目標 

2 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 
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7 
講義内容 ネットワーク② プロトコル、サーバ 
該当する到達目標 

2,3 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

8 
講義内容 IPアドレスとサブネットマスク① ネットワーク設定の基本■ 
該当する到達目標 

2,3 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

9 
講義内容 IPアドレスとサブネットマスク② ネットワーク設定の詳細■ 
該当する到達目標 

2,3 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

10 
講義内容 コンピュータ犯罪とセキュリティ対策■ 
該当する到達目標 

4 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

11 
講義内容 J検対策 
該当する到達目標 

1,2,3,4 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

12 
講義内容 バックアップ 
該当する到達目標 

4 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

13 
講義内容 RAIDシステム 
該当する到達目標 

4 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

14 
講義内容 小数の表現 
該当する到達目標 

1,5 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめ、次回テストに備える。 2時間 

15 
講義内容 システムの性能 ■ 
該当する到達目標 

5 
予習 配布資料を読み、穴埋め部分を自分で調べる。 1時間 
復習 講義での説明内容をまとめる。 2時間 

備

考 

各講義において、最初に前回授業内容の確認テストを実施、その後、各回テーマについて教員が作成したプリント

を使って、説明および問題取組みを行っていく。 
J検情報活用試験に対応。 
オフィスアワー：月曜5限、金曜5限 
メールアドレス：sakamoto@takasaki-u.ac.jp 
■：実務経験に基づく内容を示す。 
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科目名 介護の基本Ⅲ（専門展開科目） SWK303 講義 
英文名 Foundations of CareⅢ 

 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 後期 必選・単位数 介護福祉コース 必修 2単位 
講義目標 介護を要する人たちが、その人らしく生活していくことができるよう、潜在能力を引き出し、自立を目指せるよ

うな生活支援の考え方を理解し、家政学の観点から家事支援（衣生活、住生活）を行うための知識を習得す

る。 
到達目標 1.生活支援の考え方、生活支援に必要な基礎的な知識を習得する。 

2.家事支援（衣生活）を行うための基礎的な知識を習得する。 
3.家事支援（住生活）を行うための基礎的な知識を習得する。 

学位授与方針

との対応 

  豊かな人間性 
✓ 基礎的知識力 
  問題解決能力・コミュニケーション能力 
  学際的な視点から取り組む力 
  応用・実践する能力 
 専門家としての倫理性・社会福祉への貢献力 

評価方法 定期試験80％、出席20％で評価する 
総合評価60％以上を合格とする 

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 
定期試験後に掲示で正解を示す 

使用教材 適宜プリントを配布する 
教科書「新・介護福祉士養成講座6」介護福祉士養成講座編集委員会（中央法規）ISBN978-4-8058-3940-9 
参考図書「福祉のための家政学」中川英子著（建帛社）ISBN978-4-7679-3364-1 

1 
講義内容 ガイダンス 家事援助のための知識 
該当する到達目標 

1 
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時間 
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 衣生活の基本知識 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書第3章第2節2に目を通す 1時間 
復習 衣生活の意義（衣生活とは、装うことの意味）について理解する 1.5時間 

3 
講義内容 被服素材の種類と特徴 
該当する到達目標 

1,2 
予習 配布プリントに目を通す 1時間 
復習 被服素材の種類と特徴について理解する 1.5時間 

4 
講義内容 被服の洗濯 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書第3章第2節2に目を通す 1時間 
復習 被服洗濯について理解する 1.5時間 

5 
講義内容 高齢者に適した衣服の選択 
該当する到達目標 

1,2 
予習 配布プリントに目を通す 1時間 
復習 高齢者に適した衣服の選択について理解する 1.5時間 

6 講義内容 障害者に適した衣服の選択 
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該当する到達目標 

1,2 
予習 配布プリントに目を通す 1時間 
復習 障害者に適した衣服の選択について理解する 1.5時間 

7 
講義内容 着やすくて心地よい被服 
該当する到達目標 

1,2 
予習 教科書第3章第2節2に目を通す 1時間 
復習 着やすくて心地よい被服について理解する 1.5時間 

8 
講義内容 ユニバーサルデザインと衣服 
該当する到達目標 

1,2 
予習 配布プリントに目を通す 1時間 
復習 ユニバーサルデザインと衣服について理解する 1.5時間 

9 
講義内容 居住環境の整備の意義と目的 
該当する到達目標 

1,3 
予習 教科書第2章第1節1に目を通す 1時間 
復習 居住環境の整備の意義と目的について理解する 1.5時間 

10 
講義内容 快適な居住環境 
該当する到達目標 

1,3 
予習 配布プリントに目を通す 1時間 
復習 快適な居住環境について理解する 1.5時間 

11 
講義内容 生活空間と介護 
該当する到達目標 

1,3 
予習 教科書第2章第1節2に目を通す 1時間 
復習 生活空間と介護について理解する 1.5時間 

12 
講義内容 居住環境とアセスメント 
該当する到達目標 

1,3 
予習 教科書第2章第2節4に目を通す 1時間 
復習 居住環境とアセスメントについて理解する 1.5時間 

13 
講義内容 住宅改修の留意点と制度 
該当する到達目標 

1,3 
予習 配布プリントに目を通す 1時間 
復習 住宅改修の留意点と制度について理解する 1.5時間 

14 
講義内容 安心で快適な生活の場づくり 
該当する到達目標 

1,3 
予習 教科書第2章第2節に目を通す 1時間 
復習 安心で快適な生活の場づくりについて理解する 1.5時間 

15 
講義内容 まとめ及び学習到達度の確認 
該当する到達目標 

1,2,3 
予習 教科書、プリント、ノートを読む 1時間 
復習 衣生活、住生活についての生活支援の知識を習得する 1.5時間 

備

考 

各回のテーマを決め講義し、授業内容に関連する介護福祉士国家試験過去問を提示して解く 
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：月曜日3限 水曜日3限 
メールアドレスuchida@takasaki-u.ac.jp 
研究室：1号館5階512 
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科目名 特別講座（食育・公衆栄養学コース）（専門科目） I HNT411 I講義

英文名 Advanood Leet田 e

担当教員 渡辺由美、五十嵐美絵、深見匡、高梨美穂

科目に関連し

た実務経験

学年・隣鴎期 3年後期 ｜雌・単位数 ｜必修 2単位

－ 目標 食育・公衆栄養学分野に関する専門的な知識を修得し、各研究分野の理解を深め、充実した研究成果をあ

げることを目標とする。

董l腫目標 1.卒業研究に必要な研究の進め方や論文の書き方を理解する。

2.研究内容を活発にディス力ッションできる能力を身につける。

3.研究成果を論理的に説明できるプレゼ、ンテーション能力を身につける。

4.各分野の専門的な知識を理解し、要点をまとめるζとができる。

学位綬与方針 ./ 豊かな人間性と職業倫理

との対露 ./ 専門的知識

./ 問題発見・解決力

./ 多様な社会・背景を理解し対応する能力

./ コミュニケーション能力

./ 自律的に生涯lこわたって学習する力

阿面方法 課題レポート 20%、グループディス力ッション 30%、発表の取り組み（発表要旨のまとめ方、説明内容、発表

態度等）50%

総合評価60%以上を合格とする。

課題に対する 提出したレポートにはコメントを付けて返却する。

フィードパック

使用教材 適宜プリントを配布する。

講事車内容 オリエンテーション、研究の方法（1）卒業研究とは

1 骸当する歪l彊目標 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 卒業研究の基礎的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

講義院磨 研究の方法（2）学術論文を読む

2 該当する歪l撞目標 予習 配布資料を読み、概要を理解する。 1.5時間

1 復習 講義内容を整理し、指示された課題に取り組む。 1.5時間

講務内容 研究の方法（3）文献の検索方法

3 該当する歪l漣目標 予習 配布資料を読み、概要を理解する。 1.5時間

1 復習 先行研究・文献・資料・調査などについて整理する。 1.5時間

情事車内容 栄養疫学（1) 栄養疲学の概要

4 該当する歪嵯目標 予習 関連する既習事項を確認する。 1.5時間

4 復習 授業内容を整理し、栄養疫学に関する理解を深める。 1.5時間

講義院磨 栄養疫学（2）研究デザイン

5 該当する歪嵯目標 予習 関連する既習事項を確認する。 1.5時間

4 復習 授業内容を整理し、栄養疫学に関する理解を深める。 1.5時間

講事車内容 レポートの発表（1)
6 

プレゼ、ンテーションに必要な資料を作成し、説明内容をまとめる。 2時間該当する歪l漣目標 予習
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2,3 復習 指摘されたことを整理する 1時間

情畿内容 ｜レポートの発表（2)

7 該当する歪嵯目標 予習 プレゼ、ンテーションに必要な資料を作成し、説明内容をまとめる。 2時間

2,3 復習 指摘されたことを整理する 1時間

講義院磨 ｜幼児期・学童期の食生活の現状

8 該当する歪嵯目標 予習 幼児期・学童期の食乞苦の現状について調べる。 1.5時間

4 復習 食色苦の現状から課題を整理し、食育計画の概要を検討する。 1.5時間

講事車内容 ｜幼児期・学童期の食育計画（1)（グループ演習）

9 該当する歪l漣目標 予習 食育計画の概要について検討する。 1.5時間

2,4 復習 グループで話し合った結果をまとめ食育計画を作成する。 1.5時間

講義院磨 ｜幼児期学童期の食育計画（2）（発表・計画の師・改善）

10 該当する歪l漣目標 予習 作成した食育計画の発表準備 1.5時間

2,3 復習 作成した食育計画の評価・考察を行う。 1.5時間

講義院時事 ｜健康格調査データの活用

11 該当する歪l漣目標 予習 質問紙調査の種類、調査方法、特徴を学習してくる 1.5時間

4 復習 「食育に関する意識調査』の調査票の構造、質問文の特徴を調べてくる 1.5時間

情滋内容 ｜調査項目・集計の理解（1)

12 骸当する歪l漣目標 予習 「食育に関する意識調査」の結果を把握しておく 1.5時間

4 復習 調査票の質問文作成の方法、データ処理の方法を復習する 1.5時間

情畿内容 ｜調査項目集計の醜（2)

13 該当する歪嵯目標 予習 「食育に関する意識調査』の単純集計の結果を誌らでおく 1.5時間

4 復習 クロス集計に適する項目を復習する 1.5時間

構畿内容 ｜合同セミナー（研究紹介）(1) 

14 該当する歪嵯目標 予習 プレゼ、ンテーションに必要な資料を作成し、説明内容をまとめる。 2時間

2,3 復習 指摘されたことを整理する。 1時間

情護内容 ｜合同セミナー（研究紹介）(2) 

15 骸当する歪i漣目標 予習 プレゼンテーションに必要な資料を作成し、説明内容をまとめる。 2時間

2,3 復習 指摘されたことを整理する。 1時間

備 授業の進め方．授業では、グループワーク、ディス力ッション、プレゼンテーション、レポートの提出などを行う。

考 卒業研究に関連した論文を講読する。

予習・復習の不足分については、各自で補完すること。

オフィスアワー：渡辺由美 水曜日の5時限(1号館3階304)

五十嵐美絵木曜日の5時限（1号館3階305)

深見匡 月曜日の4時限（1号館3階307）・水曜日の5時艮（同）

高梨美穂 木曜日の3時限（6号館1階）
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科目名 セルフケア論 （看護専門科目群・専門分野Ⅱ） NRS224 講義 
担当教員 

 

 

 

 

 

 

 

吉田久美子 
 
 
 
 
 
 

学年・開講期 2年 後期 必選・単位数 選択必修 1単位  
講義目標 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習得できる。 

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。 

学位授与方針

との対応 

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

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。 

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。 

・課題について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。 

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。 

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 

1 

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時間 

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 

1 

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時間 

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 

1,2 

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時間 

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 

1,2 

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時間 

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 

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 

1,2 

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時間 

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。 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.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 

1,2 

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時間 

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 

7 

講義内容 第3章 セルフケアを促進する看護 

該当する到達目標 

1,2 

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時間 

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 

8 

講義内容 【まとめ】 

該当する到達目標 

1,2 

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時間 

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 

hayashi-a
長方形



 

 
 

備

考 

・担当教員のメールアドレス：yoshikumi@takasaki-u.ac.jp 
・オフィスアワー ：月曜1～3限・火曜日1～3限 
・予習や復習、また授業内で提示された課題にはテキストや授業資料、参考文献を活用し積極的に取り組むこと。 
・各回の授業資料をファイリングし、学習を積み重ねられるよう活用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

科目名 理学療法評価学実習Ⅱ（専門科目） PTS213 実習 
担当教員 

 

 

 

 

 

 

中川和昌・篠原智行 
 
 
 
 
 
 

学年・開講期 2年 後期 必選・単位数 必修 1単位  
講義目標 「理学療法評価学Ⅰ」で学んだ内容を基に，代表的な疾患の評価方法を理解し，各疾患の特徴や評価結

果を踏まえた理学療法評価の流れについて学び練習する。また，特別な機器を用いた評価方法について

学ぶ。 
到達目標 1. 代表的な疾患・部位別の理学療法において，基本的な評価を適応し実践できる。 

2. 特別な機器を用いた評価を実施し，その意義を説明できる。 

学位授与方

針との対応 

      １．豊かな人間性と倫理観 
✓ ２．専門知識・技術の活用力 
✓ ３．論理的思考力 
      ４．チームへの貢献力 
      ５．生涯学習力 

評価方法 実技試験および各種グループワークやプレゼンテーションの点数，出席点 ・ 授業態度で評価する。 
課題に対する

フィードバッ

ク 

プレゼンテーションの評価は数値化して採点し結果をフィードバックする。実技試験の結果は書面及び口

頭にてフィードバックを実施する。 

使用教材 ビジュアルレクチャー 理学療法基礎評価学 医歯薬出版株式会社 

1 
講義内容 オリエンテーション 
該当する到達目標 

1 
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。 1.5時間 
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時間 

2 
講義内容 姿勢の評価の実際 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書13章を読み，評価方法を理解する。 1時間 
復習 正常姿勢と異常姿勢を見分け，異常の部位が特定できるよう復習する。 1.5時間 

3 
講義内容 歩行の評価の実際 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書218ページにある歩行のパラメータを用いた評価を理解する。 1時間 
復習 歩行の評価の流れを復習し，自分で測定できるように練習する。 1.5時間 

4 
講義内容 バランス評価 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書12章を読み，評価方法を理解する。 1時間 
復習 バランスの評価の流れを復習し，自分で測定できるように練習する。 1.5時間 

5 
講義内容 体力評価・持久力評価 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書15章を読み，評価方法を理解する。 1時間 
復習 配布資料を読み，体力・持久力評価結果の解釈を理解する。 1.5時間 

6 
講義内容 各疾患における理学療法評価の流れ 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書1章を読み，評価結果の統合と解釈の方法を理解する。 1時間 
復習 配布資料を読み，各疾患における理学療法評価の流れを理解する。 1.5時間 

7 
講義内容 運動器疾患の評価 ： Special test（上肢） 
該当する到達目標 

1 
予習 疼痛誘発テストの予測されるリスクとオリエンテーションについて考える。 1時間 
復習 各種Special Testの目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

8 
講義内容 運動器疾患の評価 ： Special test（下肢） 
該当する到達目標 

1 
予習 疼痛誘発テストの予測されるリスクとオリエンテーションについて考える。 1時間 
復習 各種Special Testの目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

9 講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （頚椎） 
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該当する到達目標 

1 
予習 頚椎の代表的な運動器疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

10 
講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （腰椎・骨盤） 
該当する到達目標 

1 
予習 腰椎・骨盤の代表的な運動器疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

11 
講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （上肢） 
該当する到達目標 

1 
予習 上肢の代表的な運動器疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

12 
講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （股関節） 
該当する到達目標 

1 
予習 股関節の代表的な運動器疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

13 
講義内容 運動器疾患の評価 ： 各部位，疾患における評価 （膝・足関節） 
該当する到達目標 

1 
予習 膝関節の代表的な運動器疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

14 
講義内容 機器を用いた評価 ： 呼吸・代謝系 
該当する到達目標 

1 
予習 呼気ガス分析装置で評価できる項目について確認する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価方法について理解する。 1.5時間 

15 
講義内容 機器を用いた評価 ： 重心動揺計 
該当する到達目標 

2 
予習 重心動揺計で評価できる項目について確認する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価方法について理解する。 1.5時間 

16 
講義内容 機器を用いた評価 ： 筋電計 
該当する到達目標 

2 
予習 筋電計で評価できる項目について確認する。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価方法について理解する。 1.5時間 

17 
講義内容 機器を用いた評価 ： 等速性筋力，等尺性筋力 
該当する到達目標 

2 
予習 筋収縮様式について確認し，その特徴を調べる。 1時間 
復習 配布資料を読み，評価方法について理解する。 1.5時間 

18  
講義内容 神経系疾患の評価 ： 脳血管疾患に対する評価 
該当する到達目標 

2 
予習 脳血管疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

19 
講義内容 神経系疾患の評価 ： 高次脳機能評価 
該当する到達目標 

2 
予習 高次脳機能障害の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

20 
講義内容 神経系疾患の評価 ： 各疾患における評価 
該当する到達目標 

1 
予習 代表的な神経系疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

21 
講義内容 内部障害系疾患の評価 ： 呼吸器疾患における評価 
該当する到達目標 

1 
予習 代表的な内部障害系疾患の症状について調べる。 1時間 
復習 学習した各評価の目的を復習し，自分で実践できるように練習する。 1.5時間 

22 
講義内容 日常生活活動 ・生活の質の評価 
該当する到達目標 

1 
予習 教科書14章を読み，その方法を理解する。 1時間 
復習 教科書259～266ページの臨床評価指標を確認し，評価方法を理解する。 1.5時間 

23 
講義内容 統合と解釈（グループワーク） 
該当する到達目標 予習 教科書1章を読み，評価結果のまとめ方について理解する。 1時間 



 
 

1 復習 次回プレゼンテーションが行えるよう資料をまとめる 1.5時間 

24 
講義内容 統合と解釈（プレゼンテーション・ディスカッション） 
該当する到達目標 

1 
予習 プレゼンテーションが円滑に行えるようリハーサルを行う。 1時間 
復習 ディスカッションで生じた課題に取り組み，評価結果の捉え方について学ぶ。 1.5時間 

備

考 

質問は随時受け付けます。 
メールアドレス：nakagawa-ka@takasaki-u.ac.jp 
オフィスアワー：水曜16：30～18：00 研究室：3 号館2階204号室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




