
１２．１年次開講科目及びシラバス 



 

前
期

後
期

1 キ リ ス ト 教 概 論 Ａ 2 必 長 谷 川 徹 46

1 キ リ ス ト 教 概 論 Ｂ 2 必 近 藤 光 顕 48

1 聖 書 Ⅰ 1 必 1 里 内 勝 己 50

1 キ リ ス ト の 生 涯 2 選 2 近 藤 光 顕 52

1 キ リ ス ト 教 音 楽 Ⅰ 1 選 1 譜 久 島 肇 54

1 キ リ ス ト 教 音 楽 Ⅱ 1 選 1 譜 久 島 肇 56

1 発 達 心 理 学 1 必 1 松 﨑 敦 子 58

1 人 間 関 係 論 1 必 1 高井良しずか 60

1 哲 学 2 選 2 梅 田 與 四 男 62

1 心 理 学 2 選 2 森 山 哲 美 64

1 ス ポ ー ツ 科 学 Ⅰ 1 選 1 増 田 敦 66

1 ス ポ ー ツ 科 学 Ⅱ 1 選 1 増 田 敦 68

1 社 会 学 2 選 2 篠 原 清 夫 70

1 歴 史 2 選 2 藤 田 佳 大 72

1 美 学 1 選 1 中 島 健 三 74

1 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 論 1 選 1 橋 本 笙 子 76

1 基 礎 学 習 セ ミ ナ ー 1 必 1 新 妻 規 恵 78

1 論 理 的 思 考 2 必 2 増 田 郁 子 80

1 情 報 科 学 1 必 1 篠 原 清 夫 82

1 統 計 学 1 必 1 篠 原 清 夫 84

1 物 理 学 1 選 1 尾上 富佐子 86

1 生 物 学 1 選 1 山 本 理 88

1 化 学 1 選 1 尾上 富佐子 90

1 英会話Ⅰ（日常英会話） 1 必 1 サムエル コランテン 92

1 英会話Ⅱ（看護英会話） 1 必 1 サムエル コランテン 94

1 英 語 Ⅰ （ 読 む ） 1 必 1 新 妻 規 恵 96

基礎科学

語学の修得

頁

アドベンチスト
の信仰と生活

　　　表4
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前
期

後
期

1 人 体 の 形 態 と 機 能 Ⅰ 2 必 2 山 本 理 98

1 人 体 の 形 態 と 機 能 Ⅱ 2 必 2 山 本 理 100

1 生 化 学 1 必 1 山 本 理 102

1 微 生 物 学 2 必 1 山 本 理 104

1 栄 養 学 1 必 1 仲 本 桂 子 106

1 疾 病 ・ 治 療 学 Ⅰ 1 必 1 塚 本 利 朗 108

1 公 衆 衛 生 学 1 必 1 渡邊 い よ 子 110

1 健 康 教 育 論 Ⅰ （ 理 論 ） 1 必 1
緑 川 喜久代
浦 橋 久美子

112

1 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 1 選 1
増 田 敦
増 田 郁 子

114

1 看 護 学 概 論 2 必 2
後 藤 佳 子
村 上 寛

116

1 三 育 の 全 人 的 看 護 と 伝 統 1 必 1 後 藤 佳 子 118

1 看 護 技 術 の 基 礎 1 必 1
後 藤 佳 子
遠 田 きよみ
村 上 寛

120

1 生 活 行 動 援 助 論 Ⅰ 1 必 1

遠 田 きよみ
玉那覇 文美
安ケ平 伸枝
竹 上 三 恵

122

1 生 活 行 動 援 助 論 Ⅱ 1 必 1

遠 田 き よ み
玉那覇 文美
安ケ平 伸枝
竹 上 三 恵

124

1 看 護 過 程 の 基 礎 1 必 1

遠 田 き よ み
玉那覇 文美
安ケ平 伸枝
山 口 道 子

126

1 基 礎 看 護 学 実 習 Ⅰ 1 必 1 後 藤 佳 子 128

1 地 域 看 護 学 概 論 2 必 2
浦橋 久美子
緑川 喜久代

130

1 地 域 看 護 学 実 習 1 必 1
浦橋 久美子
緑川 喜久代

132

1 地 域 交 流 実 習 1 選 1
浦橋 久美子
緑川 喜久代

134

1 成 人 の 特 徴 と 生 活 と 健 康 1 必 1
今 野 玲 子
近 藤 か お り

136

1 高 齢 者 の 特 徴 と 生 活 と 健 康 1 必 1 市 川 光 代 138
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科目名 

（科目コード） 

キリスト教概論 

LA_RE100R 

単位認定者 

（担当教員） 
長谷川 徹 

単位数 ２ 開講学年 １ 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  教会牧師としての経験 

科目目的 
本学の建学の精神であるキリスト教信仰を学び、生きる意味を探り、現代社会における医療者としての役割を考

える。 

科目目標 キリスト教の世界観・価値観を知り、その個人・社会にとっての意義を考察する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力  

5. 異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 聖書（旧新約） 

参考文献 講義内で指示 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 クラスでの課題提出、レポート、試験などで評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

課題・レポートに対して、講義内あるいは個別にコメントする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
Eメール: hasegawat@saniku.ac.jp 
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キリスト教概論 LA_RE100R 

 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 

担当 

教員 

１ 導入 
本学建学理念について 

霊性を含む人間理解について 
講義内で指示 長谷川 

２ 宗教と哲学 世界観・価値観について 講義内で指示 長谷川 

３ 個人と集団 個と集団の関係について 講義内で指示 長谷川 

４ 他者 他者理解について 講義内で指示 長谷川 

５ 神 神と人間について 講義内で指示 長谷川 

６ 救済 救済と解決について 講義内で指示 長谷川 

７ 自由、苦難、愛 苦難と自由の関係について 講義内で指示 長谷川 

８ 信仰、不安、懐疑 信仰と不安について 講義内で指示 長谷川 

９ まとめ① 講義前半のまとめ 講義内で指示 長谷川 

10 死 病・死について 講義内で指示 長谷川 

11 性と結婚 人間の性について 講義内で指示 長谷川 

12 労働 休息（働かないこと）の意味について 講義内で指示 長谷川 

13 教会と国家 キリスト教と国家について 講義内で指示 長谷川 

14 歴史 歴史 講義内で指示 長谷川 

15 まとめ② 講義全体のまとめ 講義内で指示 長谷川 

16 試験    
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科目名 

（科目コード） 

キリスト教概論 B 

LA_RE100R 

単位認定者 

（担当教員） 
近藤 光顕 

単位数 4 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  教会牧師としての経験 

科目目的 アドベンチストの信仰を学び、聖書から心の糧を得て、聖書をヒントに、世界観、価値観を構築する 

科目目標 

１、聖書に親しむ。 

２、聖書とその教え（世界観、神観、人間観、救済論、終末論）などを学ぶ 

３、セブンスデーアドベンチストの信仰について学ぶ。 

５、自分で聖書を読み、心の糧を得ること。祈ることを経験する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１.人間の尊厳を尊重し擁護する能力  

５.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト  聖書（旧新約） 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 クラスでの課題提出、レポート、試験などで評価します。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

内容を読んで、質問や理解できていない部分については、クラスで再度説明するようにする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 わからない事があったら、遠慮なくいつでも質問してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
近藤 kkondo@saniku.ac.jp 内線３０３ 
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キリスト教概論 LA_ RE100R 

学修テーマと内容 

回

数 
テーマ 学修内容・学修方法 自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当
教員 

1 宗教とは？ 
宗教とは何かを考え、そこからキリス

ト教について考えてみる 
講義内で指示 近藤 

2 聖書とは？ 聖書について学ぶ 聖書の目次を見ておいてくださ
い。 近藤 

3 聖書の中心テーマ 聖書が何を教えているかを学ぶ 

講義内で指示 
近藤 

4 宗教と科学 宗教と科学との関係について学ぶ 
講義内で指示 

近藤 

5 神論 聖書の神について概論 

講義内で指示 
近藤 

6 神論２ 三位一体について 

講義内で指示 
近藤 

7 創造論 1 創造論と進化論について 

講義内で指示 
近藤 

8 創造論２ 人間が生きるために必要なこと 

創世記 1、２章を読んでくる 
近藤 

9 人間論 キリスト教の人間理解について 

講義内で指示 
近藤 

10 人間の問題 罪１ 聖書が語る罪とは何かを学ぶ 

創世記３章を読んでくる 
近藤 

11 罪２ 罪とその結果について学ぶ 

講義内で指示 
近藤 

12 神と交わる 聖書を読むこと祈りについて学ぶ 

講義内で指示 
近藤 

13 救い１ 聖書が語る救いとは何か 

講義内で指示 
近藤 

14 救い２ 聖書が語る救いとは何か 

講義内で指示 
近藤 

15   世の終わりと再臨 聖書が語る救いの完結としての回復 

講義内で指示 
近藤 

16     まとめ テスト 

講義内で指示 
近藤 
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科目名 

（科目コード） 

聖書Ⅰ 

LA_RE101R 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 ８ 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  教会牧師としての経験 

科目目的 
本学の建学の精神であるキリスト教信仰を旧約聖書から学び、生きる意味を探り、現代社会における

医療者としての役割を考える。 

科目目標 

1．聖書に親しむ 

2．聖書とその教え（世界観、神観、人間観、救済論、終末論）などを学ぶ  

3．キリスト教の信仰と実践について学ぶ。 

4．自分で聖書を読み、心の糧を得ること。祈ることを経験する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力  

5. 異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

 

テキスト 聖書（旧新約） 

参考文献 エレン・ホワイト、「人類のあけぼの」上、下、「国と指導者」上、下 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クラスでの課題提出、レポート、試験などで評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

試験やレポートにコメントをつけて返却 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
わからない事があったら、遠慮なくいつでも質問してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
satouchi@saniku.ac.jp 
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聖書Ⅰ LA_RE101R 

 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

１ 
旧約聖書の歴史と文

化 
旧約聖書の歴史的文化的背景を学ぶ 

 

里内 

２ 旧約聖書の人物 1 旧約聖書の人物から学ぶ 

講義内で指示 

里内 

３ 旧約聖書の人物 2 旧約聖書の人物から学ぶ 

講義内で指示 

里内 

４ 詩編を読む 
旧約聖書の中から詩編を読みそこに描

かれている人間観、救済観を学ぶ 

詩編 23 編を読む 

里内 

５ 旧約聖書の預言 1 
預言者とはどのような存在でありどの

ような役割を持っていたのかを学ぶ 

ダニエル書 2 章を読む 

里内 

６ 旧約聖書の預言 2 ダニエル書の預言と歴史観 

ダニエル書 2 章を読む 

里内 

７ 旧約聖書の預言 3 旧約聖書のメシア（救済主）預言 

イザヤ書 53 章を読む 

里内 

８ 
旧約聖書から新約聖

書へ 
旧約聖書と新約聖書の特徴を学ぶ 

講義内で指示 

里内 

９ 試験  
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科目名 

（科目コード） 

キリストの生涯 

LA_RE102E 

単位認定者 

（担当教員） 
近藤 光顕 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目担当教員の実務経験  教会牧師としての経験 

科目目的 

イエス・キリストの教えとその生涯は、キリスト教信仰の土台であり、またキリスト者の生き方の模範でもある。

イエスキリストの生涯を学ぶことを通して、聖書が語る神の愛について学び、それに基づきキリストを模範とし

て生きるとはどういうことかを学ぶ 

科目目標 

１、イエス・キリストの生涯を概観する。 

２、イエス・キリストの教えから、神の愛について学ぶ 

３、イエス・キリストの人との関わりから、医療従事者としてどのように人と向き合うかを学ぶ。 

４、イエス・キリストの十字架と復活の意義について学ぶ。 

教育目標 

との関連 

１.人間の尊厳を尊重し擁護する能力  

５.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 聖書、 

参考文献 
各時代の希望「祝福の山」、「キリストの実物教訓」 E.G.ホワイト  

 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業出席、授業参加態度、レポート、テスト 

課題(試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 わからない事があったら、遠慮なくいつでも質問してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
近藤 kkondo@saniku.ac.jp  
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キリストの生涯 LA_RE102E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序論 四福音書について、イエスの時代背景   

2 旧約聖書のメシヤ預言 
旧約聖書からキリストに関する預言を

学ぶ 
  

3 誕生物語 
キリストの誕生物語から学ぶ。またイ

エスの神性と人性について学ぶ 

マタイ 2 章、ルカ 2 章を読んでく

る。 
 

4 
公生涯前のイエス・キ

リスト 

キリストのバプテスマと誘惑の物語か

ら学ぶ。 
マタイ３章、４章を読んでくる。   

5 教え１ 
イエス・キリストが説いた神の国につ

いて学ぶ 
マタイ１３章を読んでくる  

6 教え２ 山の上の説教から学ぶ マタイ５章から７章を読んでくる。  

7 教え３ イエスのたとえ話から学ぶ ルカ１５章を読んでくる。  

8 教え４ 
ヨハネ１４章から１７章の説教から学

ぶ 

ヨハネ１４章から１７章を読んで

くる。 
 

9 教え５ イエスの説いた終末論について学ぶ 
マタイ２４章、２５章を読んでく

る。 
 

10 
イエス・キリストに出

会った人々 

キリストがどのように人と接し、関わ

られたか幾つかの事例を通して学ぶ 
  

11 
イエス・キリストの癒

し 
イエス・キリストの癒しから学ぶ   

12 
イエス・キリストと安

息日 

イエス・キリストが安息日をどのよう

に捉え、実践していたかを学ぶ 
  

13 受難とその意味 最後の晩餐、十字架の物語から学ぶ   

14 復活と昇天 復活と昇天の物語から学ぶ   

15 
イエス・キリストの天

における働きと再臨 

キリストの昇天後の働きと再臨について学

ぶ。 
  

16 期末試験    
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科目名 

（科目コード） 

キリスト教音楽 I 

LA_RE103E 

単位認定者 

（担当教員） 
譜久島肇 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

聖歌隊の役割を理解し、心から歌うことを通して讃美による奉仕の喜びと素晴らしさを体験する。また、聖歌隊

聖歌隊として歌うことを通して発声、表現力、ハーモニー（調和）を学び、神様を讃美することの恵みを体得す

る。礼拝での奉仕や、合宿、様々なシチュエーションでの音楽奉仕を通して奉仕の心と協調性を養う。 

科目目標 

１、キリスト教の礼拝と礼拝における讃美について学ぶ 

２、聖歌隊の役割について学ぶ 

３、SDAの礼拝と讃美について学ぶ。 

４、与えられた音やリズムをいかに表現して行くか、そのために必要である基礎的な技術、発声、表

現方法を学ぶ。 

５、特に発声とみ言葉、信仰生活との密接な関係を学ぶことを通して神様の恵みをより深く知り、讃

美の素晴らしさを共に体験する 。 

教育目標 

との関連 

1.神の愛を学ぶことにより、自己と他者の価値と尊厳を認める。 

10.神に仕えるように人に仕える精神を持ち、喜びと意義ある天職として看護の働きを実践する。 

テキスト  聖書 楽譜はそのつど配布する。 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業。金曜日の夜の練習、礼拝奉仕、合宿など 全ての活動における出席状況と態度 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

全ての活動における積極的な出席、練習中の基本的な態度。（履修者は、金曜日夜の聖歌隊練習、安

息日（土曜日）月２回の礼拝での奉仕、聖歌隊の合宿やクリスマスツアーへ 

の参加が求められる。） 

教員からの 

メッセージ 
  

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
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キリスト教音楽Ⅰ LA_RE103E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当教

員 

1 序論 
礼拝とは何か、また礼拝における讃美と

讃美を司る聖歌隊の役割について 
 譜久島 

2 聖書における礼拝と讃美 聖書における礼拝と讃美について学ぶ  譜久島 

3 SDAの礼拝論 SDAの礼拝について概略的に学ぶ  譜久島 

4 基本的な発声 
腹式呼吸、口のあけ方、横隔膜を使った

声の出し方など 
 譜久島 

5 パートの音取り 
ハーモニーを作る上での基礎であるパ

ートの音をしっかり取る 
 譜久島 

6 歌詞の理解と表現 
歌うとは“強く話す”ことであり、感じ

たことを伝わるように表現力を高める。 
 譜久島 

7 ハーモニーの構築 
パート毎のバランスや心を一つにして

調和して行く作業を学ぶ 
 譜久島 

8 暗譜 その曲を自分のものとして表現する  譜久島 

9 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

10 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

11 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

12 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

13 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

14 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

15 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

16     
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科目名 

（科目コード） 

キリスト教音楽 II 

LA_RE104E 

単位認定者 

（担当教員） 
譜久島肇 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

聖歌隊の役割を理解し、心から歌うことを通して讃美による奉仕の喜びと素晴らしさを体験する。また、聖歌隊

聖歌隊として歌うことを通して発声、表現力、ハーモニー（調和）を学び、神様を讃美することの恵みを体得す

る。礼拝での奉仕や、合宿、様々なシチュエーションでの音楽奉仕を通して奉仕の心と協調性を養う。 

科目目標 

１、キリスト教の礼拝と礼拝における讃美について学ぶ 

２、キリスト教の様々な行事、儀式の意味と関連する讃美歌について学ぶ 

３、キリスト教音楽の変遷と多様性を学ぶ。 

４、与えられた音やリズムをいかに表現して行くか、そのために必要である基礎的な技術、発声、表

現方法を学ぶ。 

５、特に発声とみ言葉、信仰生活との密接な関係を学ぶことを通して神様の恵みをより深く知り、讃

美の素晴らしさを共に体験する 。 

教育目標 

との関連 

1.神の愛を学ぶことにより、自己と他者の価値と尊厳を認める。 

10.神に仕えるように人に仕える精神を持ち、喜びと意義ある天職として看護の働きを実践する。 

テキスト  聖書 楽譜はそのつど配布する。 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業。金曜日の夜の練習、礼拝奉仕、合宿など 全ての活動における出席状況と態度 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

全ての活動における積極的な出席、練習中の基本的な態度。（履修者は、金曜日夜の聖歌隊練習、安

息日（土曜日）月２回の礼拝での奉仕、聖歌隊の合宿やクリスマスツアーへ 

の参加が求められる。） 

教員からの 

メッセージ 
  

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
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キリスト教音楽Ⅱ LA_RE104E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当教

員 

1 序論 
礼拝とは何か、また礼拝における讃美と

讃美を司る聖歌隊の役割について 
 譜久島 

2 
キリスト教の行事や儀

式と讃美歌 

キリスト教において伝統的に行なわれ

ている行事、儀式の意義と関連する讃美

歌について学ぶ 

 譜久島 

3 キリスト教音楽の歴史 
キリスト教音楽の歴史とその多様性を

概観する。 
 譜久島 

4 基本的な発声 
腹式呼吸、口のあけ方、横隔膜を使った

声の出し方など 
 譜久島 

5 パートの音取り 
ハーモニーを作る上での基礎であるパ

ートの音をしっかり取る 
 譜久島 

6 歌詞の理解と表現 
歌うとは“強く話す”ことであり、感じ

たことを伝わるように表現力を高める。 
 譜久島 

7 ハーモニーの構築 
パート毎のバランスや心を一つにして

調和して行く作業を学ぶ 
 譜久島 

8 暗譜 その曲を自分のものとして表現する  譜久島 

9 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

10 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

11 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

12 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

13 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

14 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

15 讃美による奉仕の実践 礼拝で様々なところでの実際の歌唱  譜久島 

16     
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科目名 

（科目コード） 

発達心理学 

LA_HU100R 

単位認定者 

（担当教員） 
松﨑敦子 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 

人間の発達を、生涯発達的視点から理解する。発達に関する基礎知識および発達心理学の諸理 

論を学ぶとともに、ライフサイクルにおける胎生期から老年期までの発達を、身体的・認知的・  

心理的・社会的の各側面から探究する。その学びを通し、看護の対象である人間を理解する基礎と

なる知識、感性、思考力を高める。 

科目目標 

・身体的・認知的・心理的・社会的発達は、ライフサイクルの中で密接に関連していることを理解
する。 

・ライフサイクルにおける各段階の発達上の特徴や、課題について理解する。 
・発達に関する主要な理論についての理解を深める。 
・周囲と関わりながら発達する過程と、発達に影響を及ぼす諸要因について理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2. 科学的根拠に基づいて、全人的看護（ホリスティックナーシング）を実践する能力 

4. 看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

7. 生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 無藤隆他：よくわかる発達心理学 第 2版 ミネルヴァ書房 

参考文献 
内田信子編：よくわかる乳幼児心理学 ミネルヴァ書房 

ジョージ・バターワース他：発達心理学の基本を学ぶ ミネルヴァ書房 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

学期末試験、小テスト、課題、授業態度等を併せて総合的に評価する。 

課題（試験やレポー

ト等）に対するフィ

ードバックの方法 

理解度を確認するため課題や小テストを適宜行い、採点後に質疑応答の時間を設ける。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・正当な理由なしに欠席すると単位が取れないことがある。 

・本科目を履修するには、授業時間以外に事前学習や事後学習が必要である。 

・原則、講義形式で行い、適宜、DVD等の視聴覚教材を用いる他、グループ討議等の学習形式も採用

する。受講者には、積極的な発言、討議、質問による参加を期待する。 

教員からの 

メッセージ 

発達心理学は、ライフサイクルにおける発達をさまざまな側面から探究するという基礎的な領域か

ら、その成果を実際の支援に役立てるという応用領域までをカバーする学問です。ヒトの発達を、

自分自身や身近な人にあてはめながらじっくり学んでいきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

・オフィスアワーは講義時間の前後とする。 

・長時間を要するものは、事前にアポイントメントを入れる（連絡先：matsuzakia@saniku.ac.jp）。 
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発達心理学 LA_HU100R 

 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

１ ・講義ガイダンス 

・発達心理学概論 

・講義ガイダンス：授業の進め方や評価

等、発達心理学全体の枠組み 

・発達の定義や発達における共通性、発

達に影響を及ぼす因子について学ぶ。 

心理学の基礎知識について学習して

おくとよい。 
松﨑 

２ 
・胎生期の発達特性 

・新生児期の発達特

性 

・生命誕生、受精、胎生期の発達と様相

について概観する。 

・運動、知覚、認知、情緒の発達につい

て、理論を学び考察する。 

テキストの「I 胎児期・新生児期」

を予習・復習する。 
松﨑 

３ ・乳幼児期の発達特

性 

・運動、知覚、認知、情緒の発達につい

て、理論を学び考察する。 

・自己意識、言語、社会性の発達につい

て、理論を学び考察する。 

テキストの「II 乳児期」「III 幼児期

前期」を予習・復習する。 
松﨑 

４ ・児童期の発達特性 
・自己概念、自尊感情、思考、仲間関係

の発達について考察する。 

テキストの「IV 幼児期後期」「V 児

童期」を予習・復習する。 
松﨑 

５ 

・思春期・青年期の  

発達特性 

・発達段階と発達課

題 

・思春期における身体的変化、認知発達、

自我の発達について学ぶ。 

・アイデンティティの確立、大人として

の社会的責任を中心に考察する。 

・エリクソンの心理社会的発達理論を中

心に、発達段階と発達課題について学

ぶ。 

テキストの「VI 青年期」を予習・復

習する。 
松﨑 

６ 成人期の発達の特性 
成人期における発達変化や、関係性の変

容と立て直しについて概観する。 

テキストの「VII 成人初期・中期」

を予習・復習する。 
松﨑 

７ 老年期の発達の特性 
老いを生きること、喪失と適応のプロセ

スについて概観する。 

テキストの「VIII 成人後期・老年期」

を予習・復習する。 
松﨑 

８ 総括 
生涯発達という視点と、周囲と関わりな

がら発達する過程を再確認する。 

テキストの「X 発達を考える際に」

を予習・復習する。 
松﨑 

９ 筆記試験 学期末テスト 
授業の中で特に強調したポイントを

中心に復習しておく。 
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科目名 

（科目コード） 

人間関係論 

LA_HU101R 

単位認定者 

（担当教員） 
高井良しずか 

単位数 １ 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 

人間関係は、人が社会で生きていく限り取り組んでいく重要なテーマである。 

本科目では、人間関係についての基礎的な理論や研究成果に学びつつ、自己理解を深める。 

よりよい人間関係・コミュニケーションについて考える。 

そしてそれを、日常生活・学校生活・将来の働きに活かしていくことを目的とする。 

科目目標 

1. 人間関係の重要性を理解し、人間関係における基礎的知識を理解する。 

2. 自己理解と他者理解について考察を深める。 

3. 人間関係をよりよく築くための考え方や行動、コミュニケーションの方法を学修する。 

4. 看護の現場における人間関係について概観し、よりよい関係の構築について考察する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

4．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

6．自己の健康を管理する能力 

テキスト 石川ひろの他著：系統看護学講座 基礎分野 人間関係論（第 3版）,医学書院,2018. 

参考文献 
授業時に指示する。 

 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 試験・ミニレポート・講義およびグループワークへの取り組みから総合的に評価する。 

詳細は、第 1回目の授業時に説明する。 

課題（試験やレポー

ト等）に対するフィ

ードバックの方法 

提出されたミニレポートに対して、授業内で随時コメントをしたり疑問に答えたりする時間 

を持ちます。（講義最終回に、←カット）ミニレポートはコメントをつけて返却する予定です。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

テキストや講義の内容を覚え、試験を受けて単位を取得するという受け身の姿勢ではなく、 

人間存在や知識への探求心を持ちながら、自分の人生や将来の働きのために主体的に学ぶ姿勢を 

期待します。 

教員からの 

メッセージ 

人間関係を学ぶ上では「自己を知る」「他者を知る」そして「コミュニケーションを知る」ことが

不可欠です。その一助となるよう、授業ではミニレポートを課し、想定問答やグループワークも

おこないます。積極的に参加してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：szktaira@gmail.com 

mailto:szktaira@gmail.com
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人間関係論 LA_HU101R 
 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当教員 

1 人間関係とは 
人間関係の中の自己と他者について
概観する。 

テキスト第 1 章 

高 井 良 

2 自己への理解 
自己理解の大切さを学び、その一方法

としてワークを行う 

参考文献を読む。ワークを実施す

る。 

3 
自己と他者①② 

 

対人関係と役割について、これまでの

研究から学ぶ。 
テキスト 2、3 章を読む。 

4 
集団と個人 

コミュニケーション 

・ 集団とその特性について概観し、

集団と個人の相互作用について考

察する。 

・ コミュニケーションについて概観

する。 

テキスト 4、5 章を読む     

5 
カウンセリング理論①

② 

カウンセリングに関係する基本的な

理論を学ぶ 
テキスト 6 章を読む 

6 
人間関係向上へのスキ

ル①②③ 

コミュニケーションの方法やスキル

を学習し体験する。 
テキスト 7、8 章を読む 

7 
臨床場面の人間関係①

② 

・ 保健医療現場での人間関係 

・ 援助者－被援助者の人間関係につ

いて学ぶ 

テキスト 9、10 章を読む 

8 
家族と人間関係 

地域と人間関係 

・ 家族という人間関係について概観

し考察を深める 

・ 地域社会と個人について概観し考

察を深める。 

テキスト 11、12 章をよむ 

9 まとめ 筆記試験を行う。 
これまで学んだ内容を確認し、知

識を整理する。 
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科目名 

（科目コード） 

哲学 

LA_HU102E 

単位認定者 

（担当教員） 
梅田 與四男 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

学問分野としての「哲学」とは何かを理解し、西洋哲学史をたどって主要な哲学者の人生と思想

を学ぶ。そのようにして、その「哲学」の主体である「人間」がどのように理解されているかを

考察し、世界理解を深めるとともに、自分を知り自分をより良く生かすための思索力を身につけ

人間理解を深める。 

科目目標 

1.哲学とはどのような学問かを理解する。  

2.西洋哲学史上の主要な哲学者たちの基本的な考え方を理解する。 

3.さまざまな哲学概念を把握する。 

4.哲学の課題が人間理解や生き方に深くかかわるものであることを理解する。 

5.これからの自分の生き方について考える。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.自己、他者、そして神との対話を通し、自分を見つめ、成長させる。 

4.物事を論理的に考えるクリティカルな思考力と、問題と主体的に取り組む姿勢を持つ。 

テキスト 木田元著『反哲学入門』新潮社、金子晴勇『人間学としての哲学』世界思想社 

参考文献 必要に応じてクラスで紹介する 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業態度、レポート内容、期末試験の結果により、総合的に評価する。なお、期末試験については、

小論形式で行う。論題は講義内容全体から予め提示するので、事前に充分勉強して欲しい。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポートは授業内で行ってもらい、そのさいコメントし適正な理解や表現を促すつもりなので、コ

ピーを提出のこと。また期末試験に関しては、可能な限りコメントを記すので、参考にして欲しい。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

授業テーマに沿ってテキストの該当箇所を予習として読んでおく。毎回、授業内容のプリントを

用意し配布するので、授業内容の理解や復習のために役立てる。テキストにないテーマの場合、

図書館にある関連書籍を利用する。 

教員からの 

メッセージ 

哲学は今日あまり人気のない学問分野です。しかし存在や世界や人間をどう考えどう理解するかは

人間としての不可避な課題を担うのが哲学です。その固有な営みを歴史的に学びながら、いま直面

しているわたしたちの課題を一緒に考えたいと思います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
y-umeda@tbz.t-com.ne.jp 
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哲学 LA_HU102E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 哲学とは何か 哲学の意義と部門 
テキスト『反哲学入門』の「第一章」

をていねいに読んでおき、講義内容

をまとめ、両者を照らし合わせる 
梅田 

2 哲学史の大きな流れ 世界史における哲学史の概略 
高校『世界史』における古代ギリシア

から古代ローマと中世ヨーロッパ、宗

教改革、近代の歴史的変化を復習する 
梅田 

3 古代ギリシア哲学１ 古典古代のギリシアと古代ギリシア哲

学の父ソクラテスの思想 

テキスト『反哲学入門』「第二章」66

～86頁を読んでおき、講義内容の要

点を整理する 
梅田 

4 古代ギリシア哲学２ ソクラテスに続くプラトンとアリスト

テレスの哲学 

テキスト『反哲学入門』「第二章」86

～110 頁を読んでおき、この時代の

哲学思想の内容をまとめる 
梅田 

5 
ヘレニズム＝ローマ哲

学とキリスト教思想１ 
哲学とキリスト教との出会い―プロテ

ィヌスにおける新プラトン主義の思想 

テキスト『反哲学入門』「第三章」の

112～129頁読んでおき、講義内容の

要点を整理する 
梅田 

6 
ヘレニズム＝ローマ哲

学とキリスト教思想２ 

哲学とキリスト教との出会い―アウグ

スティヌスの思想 

テキスト『反哲学入門』「第三章」の

112～129頁を読み、この時代の哲学

思想の内容をまとめる 
梅田 

7 中世キリスト教思想１ ヨーロッパ世界の成立と哲学との新た

な出会い―スコラ哲学 

小峰潤著『西洋思想史上のキリスト

教』「第四章」を読んでおき、講義内

容と照らし合わせ、要点をまとめる 
梅田 

8 中世キリスト教思想２ ヨーロッパ世界における哲学と神学―

トマス・アクィナスとオッカム 

小峰潤著『西洋思想史上のキリスト

教』「第四章」を読んでおき、講義内

容と照らし合わせ、要点をまとめる 
梅田 

9 宗教改革時代の思想１ 哲学の優位に立つ神学―宗教改革者ル

ターの思想 

図書館にある宗教改革者ルターの思

想に関するものを読み、講義内容と

照らし合わせ、要点を整理する 
梅田 

10 宗教改革時代の思想２ 哲学の優位に立つ神学―宗教改革者カ

ルヴァンの思想 

図書館にある宗教改革者カルヴァン

の思想に関するものを読み、講義内

容と照らし合わせ、要点を整理する 
梅田 

11 近代の哲学１ 哲学の再興―〈近代哲学の父〉デカルト

の哲学 

テキスト『反哲学入門』「第三章」の

129～165頁を読んでおき、講義内容

と照らし合わせ、要点をまとめる 
梅田 

12 近代の哲学２ 近代哲学の諸系譜とその特徴 
テキスト『反哲学入門』「第四章」を

読んでおき、講義内容と照らし合わ

せ、要点をまとめる 
梅田 

13 レポート発表１ 
近代の哲学者たちの中から、興味や関心

のある人物を選んで、その生涯と思想を

レポートする。 

発表予告に基づき、下調べをし、質

問を準備する。発表内容を整理し、

要点をまとめる 
梅田 

14 レポート発表２ 
近代の哲学者たちの中から、興味や関心

のある人物を選んで、その生涯と思想を

レポートする。 

発表予告に基づき、下調べをし、質

問を準備する。発表内容を整理し、

要点をまとめる 
梅田 

15 
哲学の問題―人間とは

何か 

これまでの学びから、「人間とは何か」

「人間とはどうあるべきか」について考

える 

これまでの授業で強調された諸点を

まとめ、自分の理解を整理する 梅田 

16 期末試験 ６０分の試験を行う  梅田 
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科目名 

（科目コード） 

心理学 

LA_HU103E 

単位認定者 

（担当教員） 
森山 哲美 

単位数 ２ 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

この授業では、感覚、知覚、学習、記憶、発達、知能、性格、社会的行動、臨床といった心理学的

課題を「行動の科学」の視点で解説します。私たちの行動は、環境とのかかわりによって変化します。

行動と環境のこのような関係を科学的な視点で理解することが、この科目の目的です。 

科目目標 
日常生活で生じている、人やその他の動物たちの行動について、それらの行動がなぜ生じるのかを

きちんと科学的な視点で説明することができるようになることがこの科目の目標です。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人やその他の動物の行動を科学的な視点で理解することで、科学的根拠に基づいて、ホリスティ
ックナーシングを実践する能力を培うことができる。 

2. 人の行動にかかわる環境を適切に整備することを学ぶことによって、人間の尊厳を尊重し擁護す
ることができる。 

3. 人の行動は環境との機能的なかかわりによって変容するという過程を理解することで、看護の対
象にかかわる人々や保健・医療・福祉における他職種の人々と連携協働する能力を身に付けるこ
とができる。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 鹿取寛人・杉本敏夫／鳥居修晃（編） 心理学 第 3版 東京大学出版会 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

小テスト、最終試験、レポート、受講態度などから総合的に評価します。科目試験に際しては、受

講したときに記録したノート、授業中に配布された資料、さらに参考書のそれぞれに目をとおして、

それらの内容を関係づける努力をしてください。  

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

単元ごとに、学習の理解度を確認する目的で小テストを実施します。テストの答案は採点をして可

能な限り速やかに返却する予定です。受講者には、採点結果をどのように受け止めたのかについてア

ンケートを実施する予定です。そのアンケート結果に基づいて必要があれば、復習などを求めること

があります。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

20分を超える遅刻に対しては、原則、入室を認めません。遅刻の明確な理由がある場合は、それを

証明するものを必ず提示してください。その提示によって入室を認めます。授業中の私語も絶対に認

めません。講義中に示範するスライド等をカメラ機能のある媒体で撮影することは認めていません。

授業では、自分できちんとノートをとることを求めています。 

教員からの 

メッセージ 

行動の科学としての心理学を理解していただくために、心理学の簡単な実験を授業で行う予定で

す。講義だけでなく、そのような実験にも、積極的に、そして主体的に参加してください。それによ

って、なぜ心理学で実験が必要なのかについて学んでいただきたいと思います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 CBM14246@nifty.com 
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心理学 LA_HU103E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

行動の科学としての 

心理学とは 

心理学の歴史① 

行動の科学としての心理学とはどのよ

うな学問なのかについて理解する。 

 

授業中に記録したノートと配布され

た資料で行動の科学とは何かを理解

する。 

森山 

2 心理学の歴史② 
心理学が行動の科学と言われるように

なった歴史的な経緯を概観する。 

 

心理学が行動の科学になった歴史的

経緯をノートと資料、参考書で確認

する。 

森山 

3 心理学の歴史③ 
機能主義、ゲシュタルト心理学、行動主

義、精神分析学について学ぶ。 

心理学のそれぞれの哲学的視点によ

る心のとらえ方を理解する。 
森山 

4 心理学の研究方法 
行動の科学としての心理学の研究方法

を理解する。 

行動の科学である心理学の研究方法

にはどのようなものがあるのかを理

解する。 
森山 

5 感覚と知覚① 
環境を認識する基礎的な行動過程であ

る感覚と知覚について学ぶ。 

ノートと配布資料、参考書によって、

感覚と知覚の違いを理解する。  
森山 

6 感覚と知覚② 
主に視知覚の働きと環境との関係につ

いて学ぶ。 

ノートと配布資料、参考書によって、

視知覚の行動過程を理解する。 
森山 

7 学習① 
受動的な学習であるレスポンデント条

件づけについて学習する。 

ノートと配布資料ならびに参考書で

パブロフの条件反射を理解する。 
森山 

8 学習② 
能動的な学習であるオペラント条件づ

けについて学習する。 

ノートと配布資料ならびに参考書で

私たちの自発的な行動の学習過程を

理解する。 
森山 

9 記憶 人の記憶過程について学ぶ。 

記憶は心的過程ではなく行動過程で

あることを講義や実験をとおして理

解する。 
森山 

10 思考・言語について 
思考、問題解決に人の言語行動がどのよ

うに関係しているのかを学ぶ。 

ノートと配布資料、参考書によって、

思考と言語行動との関係を理解す

る。  
森山 

11 愛着とその発達 
刻印づけと人の愛着過程とその発達に

ついて学ぶ。 

ノートと配布資料によって、愛着の

発達過程を理解する。 森山 

12 認知とその発達 ピアジェの認知発達理論を概観する。 
ノートと配布資料によって、子ども

の認知の発達過程を理解する。 森山 

13 知能と性格について 
知能と性格についての理論、知能と性格

の測定や検査の方法について学ぶ。 

ノートと配布資料で、知能と性格が

どのような行動過程であるのかを理

解する。 
森山 

14 社会と集団 社会心理学の概念を理解する。 
ノートと配布資料ならびに参考書で

私たちの社会的な行動を理解する。 森山 

15 臨床心理学について 
心の問題に対する心理学のアプローチ

について考える。 

ノートと配布資料ならびに参考書で

どのような臨床実践があるのかを理

解する。 
森山 

16 まとめ 筆記試験を行う。 
ノート、配布資料、参考書のそれぞ

れの内容を関連付けて整理する。 
森山 
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科目名 

（科目コード） 

スポーツ科学Ⅰ 

LA_HU104E 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

 人間は、神経系によって体全体の動きをコントロールされている。神経系は、自分の意思でコン

トロールできる「脳・脊髄神経系」とコントロールできない「自律神経系」に分けられる。いずれ

も人間が生きて活動するために重要な役割を担っている。 

 そこで、本科目では神経系の機能維持・改善のための方法について「運動」をキーワードに考察

していくことを目的としている。 

科目目標 

１）神経系と運動の関係を理解し、神経系の機能維持・改善に必要な運動の分野を説明することが 

できる。 

２）神経系の機能維持・改善に必要な運動のプログラムづくりができる。 

３）神経系の機能維持・改善に必要な運動のプログラムの指導ができる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 
６．自己の健康を管理する能力 

テキスト  演習に必要な資料は適宜配布する。 

参考文献 

１）菅原洋平：『頭がいい人は脳を「運動」で鍛えている』 ワニブックス 

２）深代千之：『スポーツのできる子どもは勉強もできる』冬舎新書 

３）松井孝嘉：『副交感神経アップで健康になれる』朝日新聞出版 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１）学科試験 40％ ２）ワークシート＆レポート（多数）60％（未提出、再提出の場合減点する） 

注 1：上記を点数化し、満点 100点で評価をする。 

注 2：欠席、遅刻はそれぞれ－10点とする（合計の得点から欠席・遅刻数×10点を減ずる）。 

注 3：レポートは提出率 80％以上でなければ評価をしない。 

課題（試験やレポー

ト等）に対するフィ

ードバックの方法 

 レポート等提出物は翌週までに採点をして返却をする。 

内容が十分でない場合は再提出を求める。採点に対する質問はオフィスアワー等で回答する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布した資料および作成した課題は時系列でファイリングをしておくこと。 

２）遅刻は講義進行の妨げとなる。時間を厳守し指定の場所に集合すること。 

３）講義は、予習（課題作成）→講義もしくは実技→復習（振り返りシート記入）の流れでおこなう 

４）スポーツ科学ⅠとⅡをセットで履修することが望ましい。 

教員からの 

メッセージ 

「教えてもらえる」と思った瞬間にあなたの思考は停止します。まず自分で考えてください。まず

自分で行動してみてください。嫌々課題に取り組むのではなく「学ぶ」ことを楽しめる人物になり

ましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
masuda.a@saniku.ac.jp 
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スポーツ科学Ⅰ LA_HU104E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 神経系と身体 神経系機能の優劣がパフォーマンスにおよ
ぼす影響について学ぶ（講義） 

ワークシート①を学習し設問に回答して
おくこと。 増田 

2 神経系機能の測定 神経系機能の測定方法について学ぶおよび
測定（演習）  増田 

3 神経系機能を向上させる
運動① 

神経系機能向上に適した運動の種類を学ぶ
（講義） 

ワークシート②を学習し設問に回答して
おくこと。 増田 

4 神経系機能を向上させる
運動② 

神経系機能向上に適した運動の種類を体験
する（演習）  増田 

5 加齢に伴う神経系機能の
低下と運動① 

加齢に伴う神経系機能低下を予防する運動
方法を学ぶ（講義） 

ワークシート③を学習し設問に回答して
おくこと。 増田 

6 加齢に伴う神経系機能の
低下と運動② 

加齢に伴う神経系機能低下を予防する運動
を体験する（演習）「ふまねっと運動」 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 増田 

7 加齢に伴う神経系機能の
低下と運動③ 

加齢に伴う神経系機能低下を予防する運動
を体験する（演習）「バランスボール」 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 増田 

8 神経系機能トレーニング
とは 各種神経系機能トレーニングの理論を学ぶ ワークシート④を学習し設問に回答して

おくこと。 増田 

9 神経系機能トレーニング
演習① 

各種神経系機能トレーニングの体験する
（演習） 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 増田 

10 神経系機能トレーニング
演習② 

各種神経系機能トレーニングの体験する
（演習） 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 増田 

11 運動プログラムづくり① プログラムに必要な知識を学ぶ ワークシート⑤を学習し設問に回答して
おくこと。 増田 

12 運動プログラムづくり② ケース・スタディー 
ケースに合った運動プログラムを作成する 

ワークシート⑥を学習し設問に回答して
おくこと。 増田 

13 運動プログラムづくり③ ケース・スタディー 
ケースに合った運動プログラムを指導する 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 増田 

14 運動プログラムづくり④ ケース・スタディー 
ケースに合った運動プログラムを指導する 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 増田 

15 試験 試験を行う。 講義および演習内容を復習しておくこ
と。 増田 

16 講義のまとめ 講義のまとめを行う 講義終了時にファイルを提出する。準備
をしておくこと。 増田 
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科目名 

（科目コード） 

スポーツ科学Ⅱ 

LA_HU105E 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 選択 

科目目的 

 人間は、神経系によって体全体の動きをコントロールされている。神経系は、自分の意思でコン

トロールできる「脳・脊髄神経系」とコントロールできない「自律神経系」に分けられる。いずれ

も人間が生きて活動するために重要な役割を担っている。 

 そこで、本科目では神経系の機能維持・改善のための方法について「運動」をキーワードに考察

し、条件に応じた運動プログラムづくりとそのグループ指導ができることを目的としている。 

科目目標 
１）各種条件に応じた神経系の機能維持・改善に必要な運動プログラム開発ができる。 

２）神経系の機能維持・改善に必要な運動プログラムのグループ指導ができる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 
６．自己の健康を管理する能力 

テキスト  演習に必要な資料は適宜配布する。 

参考文献 

１）菅原洋平：『頭がいい人は脳を「運動」で鍛えている』 ワニブックス 

２）深代千之：『スポーツのできる子どもは勉強もできる』冬舎新書 

３）松井孝嘉：『副交感神経アップで健康になれる』朝日新聞出版 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１）学科試験 40％ ２）ワークシート＆レポート（多数）60％（未提出、再提出の場合減点する） 

注 1：上記を点数化し、満点 100点で評価をする。 

注 2：欠席、遅刻はそれぞれ－10点とする（合計の得点から欠席・遅刻数×10点を減ずる）。 

注 3：レポートは提出率 80％以上でなければ評価をしない。 

課題（試験やレポー

ト等）に対するフィ

ードバックの方法 

レポート等提出物は翌週までに採点をして返却をする。 

内容が十分でない場合は再提出を求める。採点に対する質問はオフィスアワー等で回答する。 

テストは解答を添え翌週に返却し解説を行う。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布した資料および作成した課題は時系列でファイリングをしておくこと。 

２）遅刻は講義進行の妨げとなる。時間を厳守し指定の場所に集合すること。 

３）講義は、予習（課題作成）→講義もしくは実技→復習（振り返りシート記入）の流れでおこなう 

４）スポーツ科学Ⅰを履修していることを前提に講義を進める（スポーツ科学Ⅰを履修していない場合 

は同等の内容の自己学習をすることが求められる）。 

教員からの 

メッセージ 

「教えてもらえる」と思った瞬間にあなたの思考は停止します。まず自分で考えてください。まず

自分で行動してみてください。嫌々課題に取り組むのではなく「学ぶ」ことを楽しめる人物になり

ましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
masuda.a@saniku.ac.jp 
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スポーツ科学Ⅱ LA_HU105E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
神経系機能の改善・維持

のための運動体験① 
ふまねっと運動を体験し、その特徴を学ぶ 

ワークシート①を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

2 
神経系機能の改善・維持

のための運動体験② 
SAQ トレーニングを体験し、その特徴を学

ぶ 
ワークシート②を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

3 
神経系機能の改善・維持

のための運動体験 
ロコモーショントレーニングを体験し、そ

の特徴を学ぶ 
ワークシート③を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

4 
神経系機能改善・維持の

ための運動開発① 
神経系機能を改善・維持をするためのオリ

ジナルの運動（アクティビティ）を開発する 
ワークシート④を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

5 
神経系機能改善・維持の

ための運動開発② 
オリジナルの運動について発表を行う 

開発した運動について、指定したフォー

ムに基づいて発表できるように準備する

こと 

増田 

6 指導実習① グループに対する指導実習をおこなう 
演習終了後、レポートを作成し提出する

こと 
増田 

7 指導実習② グループに対する指導実習をおこなう 
演習終了後、レポートを作成し提出する

こと 
増田 

8 学科試験 
試験内容は 1 回目～7 回目までに学習した 
内容とする（口頭で伝えたことも含む） 

ワークシートや配布資料およびこれまで

の学習内容を復習しておくこと 
増田 

9 テスト＆講義のまとめ 
学科試験と神経系機能改善・維持のための 
運動開発のポイント 

リフレクションシートへの記入を行い、

学習内容を再確認しておくこと 
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科目名 

（科目コード） 

社会学 

LA_CS100E 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 清夫 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

  社会学の基本的な研究課題の一つに、社会と人間とのかかわりを明らかにすることがある。本講義では、まず

社会学という学問の特徴を理解することから始まり、社会的存在としての人間や集団の特質についてとらえる。

また、我々の身近にある存在・現象である家族・ジェンダー・地域社会・労働という側面から社会と人間との関

わりについて理解を深め、格差・エスニシティ問題等を考察することにより、看護職を目指す者として社会現象

に対する視点の広がりを持つようにすることが目的である。 

科目目標 

1.社会学という学問の特徴について知る。 

2.社会的存在としての人間行為、集団の特質について理解する。 

3.集団や社会現象から、社会と人間とのかかわりについて学ぶ。 

4.社会学的なものの見方を理解し、さまざまな社会事象について社会学的に考察する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

5.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 篠原清夫ほか編『大学生のための社会学入門』晃洋書房． 

参考文献 

秋元律郎『社会学入門』有斐閣新書 

富永健一『社会学講義』中公新書 

その他の参考書については授業中、適宜紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

定期試験（約 80%）、レポート[授業中に提出]（約 20%） 

課題（試験やレポ

ート等）に対する

フィードバックの

方法 

試験については解答例と配点を掲示し、レポートについては必要に応じコメントする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

選択科目ではあるが、3年次必修科目「保健医療社会学」を理解する上の基礎となるので、積極的に

履修してもらいたい。本講義で使用するテキストは 3年次にも使用する。 

教員からの 

メッセージ 

日本学術会議の参照基準＜社会学分野＞に関する内容を学ぶ。そのことにより、「あたりまえ」と思

っていた社会事象が「あたりまえ」でなく、新たな視点で見えてくることがある。社会学について身

近に感じてもらうため、小説・映画・マンガなどの素材を使って学習していく。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

1号館 7号研究室（内線 245）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。 

メールアドレス：shinohara@saniku.ac.jp 
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社会学 LA_CS100E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 社会学とは何か 
社会学とは何か、社会学の歴史と学問的な

特徴について知る。 

自分自身の「社会」とは何かについ

て考えてみる。 
篠原 

2 社会と人間との関連 
著名な社会学者 E.デュルケームと M.ウェーバー

の理論から社会と人間とのかかわりについて学

ぶ。 

前回紹介した社会学に関する概論

書を手に取り、目次を眺める。 
篠原 

3 社会の中の「私」 
社会学における自我、地位に概念、役割理

論、集団と個人との関係を考察する。 

「私」とはどのような存在か、社会

との関係から考える。 
篠原 

4 
家族社会学(1)家族の概

念と特質 

家族の概念を理解し、家族の類型や家族の

機能について考える。 

「あなたの家族は誰ですか？」につ

いて答え、その理由も考える。 篠原 

5 
家族社会学(2)家族の変

動 
家族の構造・機能変化について知る。 

自分自身の家族の形や、家族がある

ことのメリットについて考える。 
篠原 

6 
家族社会学(3)結婚・夫

婦の問題 

日本・海外の結婚・離婚・少子化、多様化す

る家族の現代的状況につい理解する。 

日本の家族の現代的な状況を調べ

る。 
篠原 

7 
ジェンダーの社会学(1)

性に関わる諸概念 

性の諸概念について理解し、我々の身の周

りにあるジェンダーについて考える。 

性差にはどのようなものがあるか 

考える。 
篠原 

8 
ジェンダーの社会学(2)

文化との関連 

ジェンダーと文化の問題や、ジェンダーが

関連する社会問題について考察する。 

身の回りにあるジェンダーだと思

われる現象について思い浮かべる。 
篠原 

9 
地域社会学(1)地域社会

とは 

地域社会とは何か、地域社会と個人との関

連について考える。 

自分自身の出身地の特徴について 

調べる。 
篠原 

10 
地域社会学(2)農村と都

市 

農村と都市の地域的な特徴の相違と分類法

について理解し、そこに潜む地域社会の問

題について考える。 

自分自身の出身地は都市か、農村か

判断し、その理由を考える。 
篠原 

11 
産業・労働社会学(1)職

業の意義 

職業の個人的意義と社会的意義についてと

らえ、社会にとっての職業とは何かについ

て考える。 

自分にとって職業とは何なのかに

ついて考える。 
篠原 

12 
産業・労働社会学(2)現

代の労働状況 

日本的雇用・労働の特色とその変化につい

て理解する。 
日本の労働状況について調べる。 篠原 

13 階級と階層 
近年の格差拡大論について考察するため、

社会が変化してきた経緯を知る。 

世界あるいは日本の格差について

調べる。 
篠原 

14 
グローバリゼーション

とエスニシティ 

エスニシティという言葉が必要になった背

景を理解する。 

多文化共生社会の実現に必要なも

のについて考える。 
篠原 

15 メディアと情報 
メディアの利用が社会的需要によって促進

され、メディアの普及が社会の変化を加速

する様を理解する。 

情報の自由と管理・制限はどちらが

優先されるべきか考えてみる。 
篠原 

16 期末試験    篠原 

 



 

72 
 

科目名 

（科目コード） 

歴史 

LA_CS101E 

単位認定者 

（担当教員） 
藤田 佳大 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 

歴史を学ぶということは、現代を生きる私たちが過去と対話をすることによって、新しい気付きを

発見することです。この授業では西洋の歴史を概観し、そこで起こった出来事を通して現代を生き

る私たちに対する教訓を得ることが目的です。 

科目目標 

１）「歴史学」という学問について理解する。 

２）ヨーロッパの歴史を通して宗教や社会の発達、またそれらの世界への影響を理解する。 

３）各歴史的出来事を通して、自分自身に対する教訓を得る。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

5.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 

近藤和彦『西洋世界の歴史』山川出版社、2014年 

黒川知文『西洋史とキリスト教』教文館、2018年 

福井憲彦『歴史学入門』岩波書店、2019 年 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クイズ、ブックレポート、試験、授業参加態度などによる総合評価 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

ブックレポートはリザーブ図書より一冊を選び、下記の事項をまとめてレポートする。 

１）書物の要約 

２）所見 

３）考察 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

提出物は必ず期日を守って提出してください。遅れると減点になります。 

教員からの 

メッセージ 

皆さんの中には詰込みの暗記で歴史嫌いになってしまった方もおられるかもしれません。歴史は暗

記ではなく、その歴史の中における人々の営みを知ることです。過去を学ぶことによって私たちは

様々な教訓を得ることができます。その教訓を学ぶ楽しみをこのクラスで養ってください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

教員連絡先：セブンスデー・アドベンチスト三育袖ヶ浦教会  

TEL：０４３８－６２－６５６３ 

メールアドレス：fujitayo@saniku.ac.jp 

mailto:fujitayo@saniku.ac.jp
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歴史 LA_CS101E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 導入：歴史学とは 歴史学とはどのような学問か。  藤田 

2 オリエントの統一 メソポタミア、エジプト、シリアの 
文化と統一ならびにイラン高原 

クラスで適宜説明する 藤田 

3 ギリシア世界 エーゲ文明からヘレニズム文化まで クラスで適宜説明する 藤田 

4 古代ローマの世界 古代ローマからローマ帝国まで クラスで適宜説明する 藤田 

5 
ローマ帝国と 

キリスト教 
ローマ帝国におけるキリスト教の発展 クラスで適宜説明する 藤田 

6 
イスラム教と 

イスラム帝国 
イスラム教の発生とイスラム帝国 クラスで適宜説明する 藤田 

7 中世ヨーロッパ成立 中世ヨーロッパと封建社会 クラスで適宜説明する 藤田 

8 
ローマカトリック教会

と封建社会の崩壊 
ローマ=カトリック教会の発展、十字

軍、封建社会の崩壊 
クラスで適宜説明する 藤田 

9 
ルネサンスと 

大航海時代 
ルネサンスと大航海時代の幕開け クラスで適宜説明する 藤田 

10 フランス革命 フランス革命の要因とナポレオン クラスで適宜説明する 藤田 

11 ウィーン体制 フランス革命後のウィーン体制と 
七月・二月革命 

クラスで適宜説明する 藤田 

12 産業革命 イギリスから始まった大量生産への道 クラスで適宜説明する 藤田 

13 帝国主義と世界大戦 帝国主義から 2 つの世界大戦まで クラスで適宜説明する 藤田 

14 
ブックレポート 

プレゼンテーション 
一人 5 分程度でプレゼンテーション プレゼンテーション準備 藤田 

15 総括 期末試験にむけての復習  藤田 

16 期末試験   藤田 
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科目名 

（科目コード） 

美学 

LA_CS102E 

単位認定者 

（担当教員） 
中島 健三 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 
美術的・芸術的な世界が、学生達（看護師）の内面（セラピー・メンタリティー）に 

役立ってほしい。 

科目目標 
コミュニケーションを授業の格としたいと考えています。 

美術・アートを通し、人種・文化・宗教を超えた会話を授業の中で出来ることを願っています。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

３．看護専門職者としての倫理的態度 

４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

テキスト テキストは使いません。 

参考文献 
毎週一枚づつの作品（カラーコピー）を渡します。 

本は使いません。美術館行きの費用は全て自分持ちとなります。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

美術展で本物の作品を鑑賞してその感想を文章にしていただきます。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

美術展の感想文 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

出席をしっかりしてください。 

表現することを通して、本人のメンタルな世界を自由に解放し、自分らしさを認識してほしい。 

教員からの 

メッセージ 

看護師という仕事の大変さの中にあって、自分らしさ（セラピー）を失うことなく仕事が出来る

ことを願っています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
090‐7205‐2933 



 

75 
 

美学 LA_CS102E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 授業内容について 感性、感覚、アート、文化について 
（メンタル）の話 

作品という視覚から得られる 
感覚の理解 中島 

2 ダ・ヴィンチ 聖書・時代・文化などその時代と芸術に

ついて 
リアルに描くお手本の人 
ダ・ヴィンチ 中島 

3 ゴッホ 一個人のメンタルな世界と 
統合失調症の理解 

ゴッホの時代のフランスと日本文化

の出会いから生まれた作品 中島 

4 宗教と美 キリスト教、イスラム教、日本の宗教 宗教という抽象的な世界と作品に 
ついての理解 中島 

5 
表現することの意味 

（セラピー） 
ありのままの自分 
リアリティのある表現（セラピー） 

表現として生まれてきた 
ありのままの作品の理解 中島 

6 （作品を描く） ありのままの自分 
リアリティのある表現（セラピー） 

表現として生まれてきた 
ありのままの作品の理解 
（描き方は問題ではない） 

中島 

7 （作品を描く） ありのままの自分 
リアリティのある表現（セラピー） 

表現として生まれてきた 
ありのままの作品の理解 
（描き方は問題ではない） 

中島 

8 表現（作品） 描かれた作品の分析 作品を通してメンタリティーの 
理解を（その内面が表現） 中島 

9 ピカソ ピカソの作品と時代を説明する ピカソと作品について理解を 
アートが技術でないことを示す 中島 

10 ダリ 宗教（キリスト教）と現代アートの 
はじまり ダリと作品について理解と努力を 中島 

11 日本人の作品 西洋と日本との表現の違いを説明 西洋と日本の作品の理解 
（ジャポニズム） 中島 

12 ムンク 精神的な病気を持つムンクの作品 
（統合失調症の話も） 

ムンクの作品に描かれた作品の世界

を理解 中島 

13 ゴヤ 精神的な病気を持つゴヤの作品 
（統合失調症の話も） 

スペインという国・文化・宗教と 
ゴヤの理解 中島 

14 戦争 戦争画とメンタリティー 
（兵士たちのこわれた心） 

作品を通し、戦争という現実での 
メンタルな世界の理解 中島 

15 美術館へ 本物を見に行く 自分の眼で見ることの意味、自分の

内面にはたらく感覚の理解 中島 

16 まとめ テーマにそった文章テスト  中島 
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科目名 

（科目コード） 

ボランティア活動論 

LA_CS103E 

単位認定者 

（担当教員） 
橋本 笙子 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 選択 

科目担当教員の実務経験  国際 NGO団体での活動経験 

科目目的 

ボランティア活動の歴史、現在の多種多様なボランティア活動の現状を学び、ボランティアの重

要性と役割を学ぶ。その中でも、医療従事者としての災害、国際協力におけるボランティアにつ

いて重点的に学ぶ。 

科目目標 

1.ボランティアの歴史と概念を学ぶ。 

2.様々なボランティア活動を通じて個人及び社会が受ける効果を学ぶ 

3.特に災害ボランティア、国際協力ボランティアについて、仕組み、役割、課題について学ぶ 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

5.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト  必要な資料を授業にて配布 

参考文献 

テキスト 市民活動論－ボランティア・NPOの実践から学ぶ－（大阪ボランティア協会編） 

災害ボランティア入門－実践から学ぶソーシャルワーク（ミネルヴァ書房） 

国際ボランティア論－世界の人々と出会い、学ぶ（ナカニシヤ出版） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

小テスト、期末試験結果から評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

理解度を確認するための小テストをおこない、採点後、質疑応答の時間を設けます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 教わるよりも自ら学ぶ姿勢をもって履修すること 

 アクティビティ（ゲーム等）を取り入れ、自ら考えてもらいます。 

教員からの 

メッセージ 

 一言でボランティアと言っても、その活動は幅広く、関わり方も様々です。特に、このクラスで

は災害ボランティア、国際協力ボランティアに焦点をあてます。机上の学びのみに終わらないよ

うに、私自身の経験を通して現実的な学びの時間にしてもらいたいと考えています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：shokohashimoto@yahoo.co.jp 
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ボランティア活動論 LA_CS103E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 ボランティアの基礎理論、 ボランティアの土台・歴史・基礎的な概

念を理解する。 

ボランティア活動の種類と範囲 

日本の現状・NPO 法人とは・NPO/NGO

による様々な活動 

企業における社会貢献活動 

本クラスでは予習よりも振り

返りを重視します。 

 

 

橋本 

2 ボランティア活動の組織 橋本 

3 
ボランティア活動－ 

災害ボランティア① 災害を知る 
災害ボランティアとは 
災害ボランティアの心構え 
被災地支援の仕組み 
被災地の状況を考える 

橋本 

4 
ボランティア活動－ 

災害ボランティア② 
橋本 

5 
ボランティア活動－ 

災害ボランティア③ 

被災者のニーズを考える 

ボランティアができることとは？ 

医療ボランティアについて 

橋本 

6 
ボランティア活動－ 

国際協力ボランティア① 

国際協力分野のボランティアの歴史、そ

の働きと役割 
橋本 

7 
ボランティア活動－ 

国際協力ボランティア② 
国際協力分野におけるボランティア 

その現状と課題 

医療ボランティアについて 

 

まとめ 

橋本 

8 

ボランティア活動－ 

国際協力ボランティア③ 

ボランティア活動の 

実際 

橋本 
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科目名 

（科目コード） 

基礎学習セミナー 

LA_IS100R 

単位認定者 

（担当教員） 
新妻 規恵 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

・看護学を学ぶための基礎・基本となる「読む」「書く」「伝える」「議論する」「聴く」スキル等の習

得を目指す。 

・集団の中で他者意識を持ち、協働して主体的に学び合う学修習慣を育てることを目的とする。 

・本学における大学導入教育を目指す。 

科目目標 

１．正しく、適切な日本語について考え、使いこなせるようにする 
２．正確にわかりやすく話す力を身につける 
３．文献の基本的な読み方を学ぶ 
４．客観的な情報に基づいて、自分の考えを表現できる。 
５．学術的な文章に求められる基本的な書き方のルールを理解し、実践できる。 
６．自分ではなく相手がどう思うかを表現できる基本的なマナーを身につける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1) 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2) 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3) 看護専門職者としての倫理的態度 

4)  看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

テキスト 
野呂幾久子、渡辺弥生、味木由佳「看護学生のための日本語表現トレーニング」、三省堂 

今地ゆきみ「看護学生のための NEW看字ドリル＋ちょっと計算」、宣広社 

参考文献 河野 哲也「レポート・論文の書き方入門」 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

1. 全３回のレポート評価 ３０％ 

2. ゼミの事前・事後評価 ６０％ 

3. 漢字クイズ １０％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 各ゼミで課される課題に対して、担当教員が直接、口頭・筆記で適宜、必要に応じて丁寧に 

フィードバックを行います。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 1.すららネット「国語」「英語」の２科目の指定の学習範囲を終了することを履修要件とする 

 2.ゼミの運営への参加度（よく聴く、発言する、主体的に関わる）は高く評価する 

教員からの 

メッセージ 

大学で必要とされるリテラシーを学び、まず最優先課題として個の力を高め、個の力を土台に仲間

と協同して取り組む姿勢を養います。「学ぶって楽しい」ということを実感して頂ければ幸いです。

一日も早く大学というアカデミックなコミュニティーに適応できるように、積極的に「学んで」くだ

さい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

ゼミ担当教員から担当学生に提示する。 

新妻のアドレス（単位認定者）：niizuma@saniku.ac.jp 
件名に必ず「用件を一言で明記、学部・学年、氏名」を記入してください。 
例： ○月△日の課題について 看護学部１年 三育太郎  

mailto:niizuma@saniku.ac.jp
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基礎学習セミナー LA_IS100R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
ガイダンス 
大学で「学ぶ」とは？ 

【一斉授業】 
１.「基礎学習セミナー」のガイダンス 
  １）科目の概要 
  2) 大学で「学ぶ」ということ 
  3）自己紹介 
2.  大学で学ぶための準備 

学修センターの活用, すらら(e-learning)の
説明, 教員へのメールの送り方,その他の大
学生としてのマナー 

3．スタディー・スキル 1：メモをとる 
ノートの重要性 

4.スタディー・スキル 2：レポートを書く 

テキストのソーシャルスキル第１章「挨

拶をする、自己紹介をする」、スタディス

キル第４章「説明する・発表する」をよ

く読む 

新妻 

 

2 
大学で学ぶための準備 
 

第６章「メールを書く」を読み、トレー

ニングシート（以下、�）の課題を解く 
 

3 
スタディー・スキル１ 
（学ぶスキル） 

スタディスキル第３章「メモをとる」
を読み、�を解く 

4 
スタディー・スキル２ 
（学ぶスキル） 

スタディスキル第８章「レポートを
書く（１）」を読み、�を解く 
※第１回レポート提出 

5 

グループ別ゼミ 

＊ディスカッションを通して思考を深める
「話し合い学修法（ Learning through 
Discussion）」などの方略を用いて全員参加
型で進める。 
 

１） 挨拶をする、自己紹介をする 
２）話すスキルと聴くスキル 
３）正しい日本語を使う 

 ４）敬語を使う 
 ５）レポートを書く（内容編） 
 ６）レポートを書く（内容編） 
 ７）レポートを書く（表現編） 
 ８）上手に断る 
 ９）感情をコントロールするスキル 

10）うまく問題を解決するスキル 
 
※ゼミは全員参加型。毎回テキストを読んで
予習をしてくる前提で進行する。 
※ゼミで学ぶ意義をよく認識し、まず主体的
によく学び、グループの一員としても積極的
に貢献すること。 
 

授業で示した課題 

6 
ソーシャルスキル第１章「挨拶をする、

自己紹介をする」、第２章「話すスキルと

聴くスキル」を読む 

ゼミ

担当

教員 

7 
スタディスキル第１章「正しい日本
語を使う」を読み、�の課題を解く 

8 
スタディスキル第２章「敬語を使う」
を読み、�の課題を解く 

9 
スタディスキル第９章「レポート
を書く（１）」を読み、�課題を
解く 

10 
スタディスキル第９章「レポートを
書く（１）」を読み、�課題を解く 

11 
スタディスキル第９章「レポートを
書く（２）」を読み、�課題を解く 
※第２回レポート提出 

12 
ソーシャルスキル第３章「上手に断
る」を読む。授業中に�課題を解く 

13 
ソーシャルスキル第４章「感情をコ
ントロールするスキル」を読む。� 

14 
ソーシャルスキル第５章「うまく問
題を解決するスキル」読む。� 

15 テスト 
【一斉授業】 
・第３回レポート提出 
・振り返り、アンケート 

前 2 回のレポートの書き方の復習を
して、指定された方法でレポートを
提出 
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科目名 

（科目コード） 

論理的思考 

LA_IS101R 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 郁子 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 論理的に思考し表現するための基礎的な技術を習得する。 

科目目標 

・看護師として必要な基礎的な国語力をつける。 

・論理的に思考し、適切に表現する力をつける。  

 ・客観的、論理的な文章を書く力をつける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

２．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

７．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
①向後千春『18 歳からの「大人の学び」基礎講座』北大路書房 

②『看護学生のための看字ドリル』SENKOUSHA 

参考文献 河野 哲也『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・テスト、小テスト、課題、まとめファイル、等を総合的に評価します。 

 ・科目試験は、テキストや配布資料の応用問題を出題することとなるため、よく理解して臨 

んでください。日本語基礎力に不安のある人には「すらら」の国語をお勧めします。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 ・毎週リフレクションシートを集め、コメントを記載して返却します。また、良い提出物につい 

ては全体に紹介します。 

 ・提出された課題についてもコメントを記載して返却し、必要に応じて質問を受け付けます。 
 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・課題は必ず提出すること。期限内に提出できない場合、減点されるので注意してください。 

・資料、ワークシート、提出物等はすべて学期末に提出してもらうので、A4 ファイルに整 

理しておいてください。 

・資料、ワークシート、提出物等はすべて学期末に提出してもらうので、A4 ファイルに整 

理しておくこと。 

教員からの 

メッセージ 

論理力はすべての学びの土台となる力です。課題は多いですが、論理的に思考し表現するスキル 

を身につけるために共に頑張っていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 メールアドレス：masuda.i@saniku.ac.jp  オフィスアワー：随時。事前にご連絡ください。 

 課題をメールで提出する際には、件名に必ず「課題番号、学籍番号、氏名」を記入してください。 

  例： 作文課題①「尊厳死」とは   200319 三育太郎 

mailto:masuda.i@saniku.ac.jp


81 
 

論理的思考 LA_IS101R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
オリエンテーション 

良い文章とは 

 

論理とは何か？ 

本講座の授業デザイン、課題、評価 

 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題 ﾃｷｽﾄ①「『大人の学

び』基礎講座』p.11-p.21 

 

増田

郁子 

2 
論理力の肝  

要約の技を磨くⅠ 

物語の要約をしてみよう 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：課題 A（小論文） 

小テスト① ﾃｷｽﾄ②13、14 

 

増田

郁子 

3 
論理力の肝  

要約の技を磨くⅡ 

 

説明文の要約をしてみよう 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：作文、要約 

小テスト②  ﾃｷｽﾄ②15，16 

 

 

増田

郁子 

4 
言葉を磨く アカデミックワードと基礎文法 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：作文、ディベート用紙 

小テスト③  ﾃｷｽﾄ②17-18 

 

増田

郁子 

5 
論理的に考える ディベートトレーニング 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：作文、要約 

小テスト④  ﾃｷｽﾄ②19-20 

増田

郁子 

6 
アドバイスしてみよう！

「やり抜く力とは？」  

課題解決型学習 

講義、演習、グループ学習、発表 

 

提出：作文、要約 

小テスト⑤  ﾃｷｽﾄ②21-22 

 

増田

郁子 

7 
小論文の型を知るⅠ 

データを読む 

小論文の構成 

講義、演習、グループ学習 

提出：課題 B、文法課題 

小テスト⑥  ﾃｷｽﾄ②23-24 

増田

郁子 

8 
小論文の型を知るⅡ 

考察とは何か 

考察とは何か 

講義、演習、グループ学習 

提出：ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題、文法課題 

小テスト⑦  ﾃｷｽﾄ②25-26 

増田

郁子 

9 
小論文の型を知るⅢ 

 テキスト批評とは 

テキスト批評の手順とポイント 

講義、演習、グループ学習 

提出：ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題、文法課題 

小テスト⑧  ﾃｷｽﾄ②27-28 

増田

郁子 

10 
自己の成長を測る 

 添削と評価の技術 

ルーブリック＆相互添削 

講義、演習、グループ学習 

提出：課題 C（テキスト批評） 

小テスト⑨  ﾃｷｽﾄ②29-30 

 

 

増田

郁子 

11 
死を考えるⅠ 臨死疑似演習 

講義、演習、グループ学習 

提出：ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題、文法課題 

小テスト⑩  ﾃｷｽﾄ②31-32 

増田

郁子 

12 
死を考えるⅡ 

 死生学 

安楽死と尊厳死 

講義、演習、グループ学習 

課題：安楽死についての資料収集 

小テスト⑪  ﾃｷｽﾄ②33-34 

 

増田

郁子 

13 
論じ合おうⅠ 

 ディベートマッチ① 

安楽死を論じる   

講義、演習、グループ学習 

提出：課題 D（小論文） 

小テスト⑫  ﾃｷｽﾄ②35-36 

増田

郁子 

14 
論じ合おうⅡ 

 ディベートマッチ② 

安楽死を論じる   

講義、演習、グループ学習 

 

 

増田

郁子 

15 
期末テスト 

（日本語表現、添削） 

ﾃｷｽﾄ②(1-34)  

添削課題 

 

 

増田

郁子 

16 
まとめ 

テスト・課題の返却 

テスト・課題の返却と振り返り 

ポートフォリオファイルの相互評価 
 

増田

郁子 
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科目名 

（科目コード） 

情報科学 

LA_IS102R 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 清夫 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

医療分野において次々に ICT が導入され、その情報化に対応することは医療従事者として不可欠な資質になっている。本科

目の目的は、情報科学に関する基本的知識をふまえた上で、看護と情報の関連性、看護情報の収集、基本的な情報処理機器の

用法・技術を習得することである。それを通して情報についての知識、コンピュータを用いた情報の収集・整理・分析、プレ

ゼンテーションに至るテクニックを学びとり、将来の看護職者としての活動に役立てることが目的となる。 

科目目標 

1.情報と情報化社会の理解 

2.保健医療における情報の理解 

3.情報と倫理の理解 

4.様々な情報処理方法の習得 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 中山和弘ほか，系統看護学講座『看護情報学』医学書院 

参考文献 参考書については授業中、適宜紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

定期試験(80%)、課題レポート内容(10%)、授業に対する取り組み(10%)により総合評価する。 

授業時に掲示・作業した事項を中心に定期試験を実施するので、授業内容を自筆ノートにまとめてお

くこと。 

課題（試験やレポ

ート等）に対する

フィードバックの

方法 

試験については解答例と配点を掲示し、レポートについては必要に応じコメントする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

連続性がある授業なので、欠席・遅刻に関しては厳しく扱う。特別な理由を除いて欠席が 3回以上あ

る場合は受講資格がなくなるので注意してほしい。 

教員からの 

メッセージ 
説明と PC を用いた授業形態である。授業では指定された PC を使用するので毎回持参すること。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

1号館 7号研究室（内線 245）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。                            

メールアドレス：shinohara＠saniku.ac.jp 
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情報科学 LA_IS102R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 情報の定義と特徴 
情報とは・情報の特性・・情報の認知と意思

決定・情報伝達とコミュニケーション 
テキスト第 1 章を読んでおく 篠原 

２ 情報化社会 
情報化社会の成立・情報化社会で求め

られること 
テキスト第 2 章を読んでおく 篠原 

3 
情報のプレゼンテーシ

ョン(1)Word 

キーボード操作・Word の機能・設定方

法 

キーボード・マウス操作に慣れてお

く 
篠原 

4 
情報のプレゼンテーシ

ョン(2)PowerPoint 

PowerPoint の機能・プレゼンテーショ

ンの方法 
テキスト第 14 章を読んでおく 篠原 

5 コンピュータ・リテラシー 
コンピュータのしくみ・インターネッ

トのしくみと注意点 
テキスト第 9 章を読んでおく 篠原 

6 保健医療と情報 
医療における情報・エビデンス情報に

基づいた保健医療 
テキスト第 3 章を読んでおく 篠原 

7 看護と情報 看護における情報・情報化社会と看護 テキスト第 4 章を読んでおく 篠原 

8 
医療における情報シス

テム 

医療における情報の記録・病院情報シ

ステム・保健医療福祉のネットワーク 
テキスト第 5 章を読んでおく 篠原 

9 医療における倫理 情報倫理・医療倫理 テキスト第 6 章を読んでおく 篠原 

10 患者の権利と情報 
患者の権利と自己決定への支援・診療

情報の開示 
テキスト第 7 章を読んでおく 篠原 

11 個人情報保護と管理 
看護における個人情報・情報利用の仕

方 
テキスト第 8 章を読んでおく 篠原 

12 情報収集 
文献検索方法・インターネット上の保

健医療情報の見方 
テキスト第 10 章を読んでおく 篠原 

13 調査 調査とは・調査方法・質問紙 テキスト第 11 章を読んでおく 篠原 

14 データベースの扱い方 
Excel の基本操作・グラフ・データベー

ス 
テキスト第 12 章を読んでおく 篠原 

15 文字情報の整理 
論文の書き方の基礎・文字情報整理の

ポイント・論文構成 
テキスト第 13 章を読んでおく 篠原 

16 期末試験 
  

篠原 
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科目名 

（科目コード） 

統計学 

LA_IS103R 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 清夫 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

本演習の目的は、今後看護を学習するにあたって必要な統計学の基礎を理解することである。ま

ずは記述統計学の基礎を学び、それを踏まえ推測統計学の扱い方を知ることで、統計学的分析の理

論についての知識を深める。なお本講義は 2年次選択科目「保健統計演習」（保健師課程必修・看護

師課程選択）を学ぶための基礎となる。 

科目目標 

1．記述統計学・推測統計の基本的考え方を理解する。 

2．様々な分析方法を知り、目的に応じた使用法について理解する。 

3．それぞれの統計的分析について実際に問題を解き、数値の持つ意味を理解する 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 篠原清夫ほか『社会調査の基礎』弘文堂． 

参考文献 参考書については授業中、適宜紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

定期試験(80%)・小テスト(10%)・授業に対する取り組み(10%)により総合評価する。 

小テストに関しては自筆ノートを使用する場合があるので、講義内容を整理しておくこと。 

課題（試験やレポ

ート等）に対する

フィードバックの

方法 

定期試験については解答例と配点を掲示する。小テストについては返却後に解説をする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

連続性がある授業なので、欠席・遅刻に関しては厳しく扱う。原則的に欠席が 3回以上ある場合は

最終定期試験を受ける資格がなくなるので注意してほしい。必ず√計算機能のある電卓を準備し、

テキストとともに毎回持参すること。（電卓は小テストや期末試験でも使用するので、スマートフ

ォン・電子辞書等は不可。） 

教員からの 

メッセージ 

テキストを活用して予習・復習することにより理解が深まるので、自己学習に積極的に取り組んで

もらいたい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

1号館 7号研究室（内線 245）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。 

メールアドレス：shinohara＠saniku.ac.jp 
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統計学 LA_IS103R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
保健・医療・看護と統計

学 

医療・保健・看護をしていくには、なぜ

統計学が必要になるのかを知り、必要

な数学的基礎知識について理解する。 

テキスト p.189-193、p.208 を読ん

でおく。 
篠原 

2 母集団と標本調査 
母集団と標本の関係、無作為抽出法に

ついて学ぶ。 
テキスト p.100-112 を読んでおく。 篠原 

3 
データの表示方法(1)

度数分布表の作成 

様々な図表によるデータの表示方法の

特徴について知る。 
テキスト p.194-203 を読んでおく。 篠原 

4 
データの表示方法(2)

グラフ作成 

データから度数分布表を作成、ヒスト

グラムなどのグラフを作成する。 
テキスト p.194-203 を復習する。 篠原 

5 
代表値の基礎(1)最頻・

中央・平均値 

最頻値、中央値、平均値（算術平均・幾

何平均）の違いと特徴について学ぶ。 

テキスト p.204-207、p.209 を読ん

でおく。 篠原 

6 
代表値の基礎(2)代表

値の計算と解釈 

最頻値、中央値、算術平均・幾何平均の

計算を行い、解釈する。 

テキスト p.204-207、p.209 を復習

する。 篠原 

7 
散布度の基礎(1)範囲・

四分位範囲・分散 

散布度である範囲、四分位範囲、分散の

理論について理解する。 
テキスト p.210-213 を読んでおく。 篠原 

8 
散布度の基礎(2)標準

偏差・変動係数 

分散と標準偏差の関係、変動係数の使

い方について理解する。 

前回の散布度の復習をするととも

に、テキスト p.214 を読んでおく。 
篠原 

9 主な確率分布の基礎 
正規分布の性質や、検定・推定で使用さ

れる主な確率分布について知る。 
テキスト p.216-219 を読んでおく。 篠原 

10 推定理論の基礎 
推定の理論や点推定と区間推定につい

て理解し、割合・平均の推定方法を学

ぶ。 

テキスト p.226-229 を読んでおく。 篠原 

11 検定理論の基礎 
帰無仮説と統計的有意性について知

り、割合の検定のしかたを理解する。 
テキスト p.222-225 を読んでおく。 篠原 

12 
関連性(1)量的変数間

の関連性 

量的変数間の関連性を知るための相関

係数について理解する。 

テキスト p.162-167、および p.230-

232 を読んでおく。 
篠原 

13 
関連性(2)質的変数間

の関連性 

質的変数間の関連性を知るためのクロ

ス集計について理解する。 

テキスト p.158-161、および p.238

を読んでおく。 
篠原 

14 χ2検定の基礎 
クロス集計の関連の指標であるカイ 2

乗検定について学ぶ。 
テキスト p.239-241 を読んでおく。 篠原 

15 
関連性(3)量的・質的変

数間の関連性 

量的変数と質的変数間の関連性を知る

ための t検定について理解する。 
テキスト p.242-244 を読んでおく。 篠原 

16 期末試験   篠原 
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科目名 

（科目コード） 

物理学 

LA_BS100E 

単位認定者 

（担当教員） 
尾上 富佐子 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 選択 

科目目的 国家試験に出題される内容に特化した物理学を学ぶ。 

科目目標 看護の基礎となる計算、力、電気、波、放射線について理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 
生涯を通して看護の現象について探求し、自己研鑽する能力を養う。 

テキスト  

参考文献 
やりなおし数学・物理 著時政孝行 照林社 

看護計算ドリル 著菊池よしこ 照林社  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席、クイズ、提出物、まとめテスト 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

小テスト・課題は、次回授業時にコメントをつけて、学生に返還する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

国家試験に対応したトピックを中心に学ぶ。 

教員からの 

メッセージ 
欠席を極力しない。課題は時間内に提出できる内容なので、集中して授業に参加する。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
初回授業時に通知する。 
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物理学 LA_BS100E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 基礎計算 
国家試験に最低必要な計算。 

薬液量の計算 

配布する計算問題プリント。 
毎回、前回学習した内容、過去問題の小

テストをする。毎授業ごとに出すプリン

トの提出がある。 

尾上 

2 酸素ボンベの計算 
医療用酸素ガスに関する計算 

点滴の滴下数や速度計算 
尾上 

3 力のモーメント 
看護、介護の場で物理学的 

原理を活用し実践 
尾上 

4 圧力 
気圧、水圧、血圧、体圧と看護との 

関わり 
尾上 

5 電気 
電気の仕組みと細胞膜 

遠心力の実験 
尾上 

6 
電流と磁場      

波の概念 

法則と心電図や AED 

音波と光波 
尾上 

7 放射線の基礎知識 
X線とγ線 

甲状腺シンチグラフィー 
尾上 

8 振り返り 履修テストのための復習 1 から 7 までの復習問題を行う。 尾上 

9 まとめ 履修テスト 
履修テストは、看護師国家試験過去問題

から出題する。 尾上 
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科目名 

（科目コード） 

生物学 

LA_BS101E 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 選択 

科目目的  横断的に生き物の不思議を学ぶ。 

科目目標 
階層構造を持つ生物科学の理解を深めるために、様々な生命現象を通して看護師としてのみならず、

文明人としても必要となる幅広い基礎知識を身に付ける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基いて、ホリスティックナーシングを実践する能力。 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力。 

テキスト 必要に応じて提供 

参考文献 「看護系で役立つ生物の基本」等 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

最初の授業時に詳細を説明します。クイズ、課題やレポート、期末試験、授業参加等を含み、総合的

に評価します。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

クイズは返却します。レポートや課題等の提出物は、コメント記載の後、返却します。それぞれの学

びを深めるために、また、同じ間違いがないように、復習に活用しましょう。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

最初の授業時に説明 

教員からの 

メッセージ 

レポートや課題では、それぞれの体験や経験から学んだことを表現してもらいます。各自の疑問・興

味を大切に、それぞれの学びにつなげましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
yamamotoos@saniku.ac.jp  

mailto:yamamotoos@saniku.ac.jp
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生物学 LA_BS101E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 生物学とは？ 階層構造、歴史的背景等について 参考文献の授業範囲を読んでおく 山本 

2 細胞 生物の最小機能単位について 同上 山本 

3 DNA の構造と働き 遺伝情報を担う物質 DNA について 同上 山本 

4 遺伝のはなし 
体細胞分裂と減数分裂、遺伝性疾患に

ついて 
同上 山本 

5 神経系 からだの機能のコントロールについて 同上 山本 

6 骨と筋肉 からだを支え動かすことについて 同上 山本 

7 体液と血液の循環 血液とリンパ液のはなしについて 同上 山本 

8 免疫のはなし からだを守るガードマンたちについて 同上 山本 

9 期末試験    
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科目名 

（科目コード） 

化学 

LA_BS102E 

単位認定者 

（担当教員） 
尾上 富佐子 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 選択 

科目目的 国家試験に出題される内容に特化した化学を学ぶ。     

科目目標 看護に於いて、薬品、薬理、栄養学などを分子レベルで理解する。    

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 
生涯を通して看護の現象について探求し、自己研鑽する能力を養う。    

テキスト  

参考文献 
やりなおし生物・化学 著時政孝行 照林社 

看護計算ドリル 著菊池よしこ 照林社  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席、クイズ、提出物、中間試験     

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

小テスト・課題は、次回授業時にコメントをつけて、学生に返還する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

国家試験に対応したトピックを中心に学ぶ。     

教員からの 

メッセージ 

欠席は極力しない。課題は時間内に提出できる内容なので、 

集中して授業に参加する。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
初回授業時に通知する。 
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化学 LA_BS102E 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
計算準備       

物質の構成 

国家試験に最低必要な計算。 

点滴の計算 20ml 編① 配布する計算問題 

プリント。  
尾上 

2 濃度のあれこれ 

国家試験の濃度計算 

周期表を覚える。  
毎回、前回学習した内容、過去問題

の小テストをする。まい授業ごとに

出すプリントの提出がある。 

尾上 

3 
物体の三態      

無機化学 

浸透圧               

必須微量元素 
尾上 

4 有機化学 

物質の性質を決める大切な要素  

尾上 

5 糖質・アミノ酸 

人体との関係が深い大切な物質①   

消化酵素① 
尾上 

6 蛋白質・核酸 

人体との関係が深い大切な物質②  

消化酵素② 
尾上 

7 ビタミン 

ビタミンと補酵素の関係 

尾上 

8 振り返り 

履修テストのための復習  

1 から 7 までの復習問題を行う。 尾上 

9 まとめ 

履修テスト 
履修テストは、看護師国家試験過去

問題から出題する。 
尾上 
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科目名 

（科目コード） 

英会話Ⅰ 

LA_LA100R 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
To learn essential Nursing English vocabulary and phrases in order to relieve the anxiety 

of foreign patients in Japan. 

科目目標 
Through patient/nurse oriented scenarios, students will learn to fulfill the needs of 

foreign patients. 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

5.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力  

テキスト Christine's Easy Nursing Conversation, Igaku-shoin 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

Quizzes,   Journaling,  Skits, Final Test 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

Classroom feedback, journal feedback, test feedback 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

1. Students are required to prepare for each class by studying the content of the lesson. 

2. Submit a weekly journal. 

3. Complete weekly online quizzes. 

教員からの 

メッセージ 

It is the intention of the instructor that by starting with Basic English and progressing 

to more detailed medical English the students will become more comfortable in 

communicating with foreign patients in English 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
Office hour; Ext#252,  samuel@saniku.ac.jp  
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英会話Ⅰ LA_LA100R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

 Self-Introduction 

Please speak more slowly 

Where are you from? 

Could you tell me your address 

please? 

Learn Basic Emergency 

English 

Learning to introduce self 

and asking partner similar 

questions 

 

コラン

テン 
2 

3 

4 

Patient Medical 
History 
 
Departments 

Could you tell me your address please? 
 
What department do you want to visit? 

Learn to write an address in 
English; giving vital information on 
height and weight practice numbers 
 
Different departments in the hospital; 
practice and getting patient’s medical 
information 

コラン

テン 

5 Directions 
Where is the X-ray 
department? 

Giving directions in 
hospitals 

コラン

テン 

6 

Symptoms What are your symptoms? Medical terms for describing 
and asking about symptoms 

コラン

テン 
7 

8 Body Parts Where does it hurt? 
External and Internal Parts 

of the Body; Describing Pain 
コラン

テン 

9 Diseases 
Have you ever had any serious 

illnesses? 
Diseases and describing 
progress of sickness 

コラン

テン 

10 

Medication Take one tablet four times a day Explanation of medication to 
patient 

コラン

テン 
11 

12 Time 
Let me make an appointment 

for your test 
Learn to tell time; Medical 
Tests 

コラン

テン 

13 Surgery Your surgery will be tomorrow 
at 9 a.m. 

Preparations before and 
after surgery 

コラン

テン 

14 
Daily care of 

patient 
How are you feeling today? Daily care of patient in the 

hospital 
コラン

テン 

15 Skit Presentation   
コラン

テン 

16 Final test    
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科目名 

（科目コード） 

英会話Ⅱ 

LA_LA101R 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 To review and further expand Nursing English learned in Nursing Ⅰ. 

科目目標 
Through patient/nurse oriented scenarios, students will learn to interact with foreign 

patients concerning their treatment and disease. 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

5.異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト Christine's Level-up Nursing English, Igaku-shoin 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

Quizzes,   Journaling,   Presentation, Final Test,    

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

Classroom feedback, journal feedback, test feedback 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 1.  Students are required to prepare for each class by studying the content of the lesson. 

 2.  Submit a weekly journal. 

 3.  Complete weekly online quizzes. 

教員からの 

メッセージ 

After studying Nursing English for one year, it is the desire of the instructor that 

students will be of help to foreign patients whose first language is not Japanese.  

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
Office hour; Ext#252,  samuel@saniku.ac.jp 
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英会話Ⅱ LA_LA101R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

Introduction Do you work on the surgical 
ward? 

Emergency English Review; 
Self-Introduction; Names and 
Departments in the hospital  

コラン

テン 

2 

3 

Symptoms What's your problem today? 
Learn how to help foreign 
patients fill out registration 
forms and write their symptoms 

コラン

テン 

4 

5 

Ward Orientation This is the nurses' station. 
Learn objects used in the 
hospital and orientation around 
the patient’s ward 

コラン

テン 

6 

7 
Taking Medical 
History 

Are you suffering from any 
illnesses? Take patient’s medical history コラン

テン 

8 

9 
Common Medical 
Tests You need to have an MRI. 

Instructions nurses need in 
order to conduct various tests 
and examinations. 

コラン

テン 

10 

11 Obstetrics You're going to have a baby! 
Taking history of women 
patients in the Obstetrics and 
Gynecological Unit  

コラン

テン 

12 Pediatrics My baby has a fever. Health problems of children and 
inoculations that are needed 

コラン

テン 

13 Surgical Procedure Your surgery will be tomorrow 
at 10 a.m. 

Review Body Parts; Explain 
types of surgery and anesthesia 

コラン

テン 

14 Daily care in 
hospital How are you feeling? Language used to give daily 

care to inpatients 
コラン

テン 

15 Ethic/religious 
differences 

Are you worried about 
anything? 

Learn ethnic and religious 
differences of foreign parents 

コラン

テン 

16 
Group 
presentation / 
Final test 
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科目名 

（科目コード） 

英語Ⅰ 

LA_LA102R 

単位認定者 

（担当教員） 
新妻 規恵 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
英語を英語として読む楽しさを味わうことを目指して、英文を正しく読む時に役立つ、 

読み方（リーディング・ストラテジー）を身につけることを目的とする。 

科目目標 

次の点を目標として授業を展開する。 
1.各単元で目標とするリーディング・ストラテジーを学ぶ 
2.リーディング力の基礎となる単語知識を獲得するためのストラテジーを学び、 
語彙知識を身に着ける。 

3.すららネット(e-learning)の自己学修をベースに、基礎・基本的な英語の力を用いて、正し
く英文を読む力をつける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 
5. 異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 

「Reader’s Ark Intro –Getting Ready for a Journey 英語リーディングの冒険：入門編 

（金星堂）」 

「国際看護へのパスポート－先輩ナースのアフリカ体験記から（福音社）」 

参考文献 

オンライン英英辞書（無料） 

Wordsmyth (Children’s Dictionary): http://www.wordsmyth.net/ 

Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

英単語クイズ(20%)、予習ノート(20%)、まとめテスト(50%)、提出物の提出状況、自主的な

学修状況等の授業態度(10%)、から総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・リフレクションシートへのコメントにはフィードバックします。 

・予習ノートはルーブリックを用いて、評価基準を明示し、フィードバックします。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・すららネット（英語）の指定の学習範囲を指定の期限内にクリアすることが履修要件。 

・看護 1年目で、医療の専門用語は日本語でも触れることが少ない段階であるので、日本語の

意味・定義も含め予習をすること。 

・グループワーク・ペアワークの意味をよく認識し、積極的にグループの成果に貢献すること。 

教員からの 

メッセージ 

看護学生である皆さんが英語を学ぶメリットは、（国内外を問わず）英語話者の患者様を対象

に看護を実践する際に、また大学院に進学する際の入試問題に、さらに看護研究において英

語論文を読む際に役立つという点にあります。英語論文は日本語論文よりはるかに多く存在

します。英語で読む基礎力を身につけ、目的を持って主体的に本講義を活用してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

niizuma@saniku.ac.jp 
研究室：3 号館 29 研究室（3 階廊下突き当り 右手の奥から 2 部屋目） 
オフィスアワー：To be announced in class 

http://www.wordsmyth.net/
http://www.ldoceonline.com/
mailto:niizuma@saniku.ac.jp
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英語Ⅰ LA_LA102R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
授業ガイダンス 

Unit 1 

 

授業の進め方、評価方法などについて 

Check Your Level 

テキストの初めの章を読んでく

る。 新妻 
規恵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Unit 2 Experience Pre-Reading Activities 
【初見での英文の読み方】 

１．テキストのタイトルからどんな

内容なのかをまず推測する

(Previewing and Predicting, 

Making Connections) 

２．辞書を引かずに一読し、何につ

いて書かれた文章なのかを一言

で言い表してみる(Finding the 

Topic) 

３．“One paragraph, one topic” と

いうルールがあるので、各段落

のメインアイデア（話題）を捉

え る 。 (Main Ideas and 

Supporting Details) 

４．本文を 4~5 回は読む。筆者の主

張(topic)を踏まえて、その他の

部分を理解する。 

【その他、英文を読むときのコツ】 

・社会人になると、文章を読む際、

全体的に何が書かれているのかを素

早く読み取る力が必要となるので、

１字１句の読み取りではなく、概要

を掴むスキルがより重要となる。完

全な和訳にこだわらないことも大

切。 

・本テキストに出てくる単語で、わ

からない語、専門用語については日

本語の定義をまず調べる。また興味

を持ったことは調べるなど本文につ

いての背景的な知識を増やした上で

英文を読むと理解しやすい。 

 

 

 

3 Unit 3 Identifying the Main Idea〈1〉 

4 Unit 4 Identifying the Main Idea〈2〉 

5 Unit 5 Identifying the Main Idea〈3〉 

6 Unit 6 Understanding Supporting Details 

7 Unit 7 
Using Signal Words to Predict Ideas

〈1〉 

8 Review Test Unit 2,3,4,5,6 &7 

9 Unit 8  
Using Signal Words to Predict Ideas

〈2〉 

10 Unit 9 
Using Reference Words to Follow 

Ideas〈1〉  

11 Unit 10 
Using Reference Words to Follow 

Ideas〈2〉 

12 Unit 11 Paragraph Organization〈1〉前半 

13 Unit 11 Paragraph Organization〈1〉後半 

14 Unit 12 Paragraph Organization〈2〉 

15 Review Test Unit 8,9,10,11& 12 

16 
テスト返却 

Unit 20 
Assess Your Achievement 
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科目名 

（科目コード） 

人体の形態と機能Ⅰ 

BS_HH100R 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

人間を対象とする看護を実践するうえで、人体の生物学的な構造と機能を理解することは、医療者
として、最も重要な基本の一つである。看護学を学ぶ過程において、人間の様々な疾患や障害の問題
解決が大きな看護目標となるが、人体のどの器官または部位が障害され、どんな生理学的な変化が起
きているかの理解が看護目標の達成に必要となる。 
本授業科目は、人体の形態と機能の理解とともに、看護専門科目に関連付ける能力を養うことを目

的とする。 

科目目標 

基本的な人体の形態と機能を学ぶために、具体的な諸臓器の位置と名称、それぞれの生理学的役

割、そして、それらの関連性について考えながら習得する。 

難解な解剖学的用語や生理学的用語を理解し、正確な専門用語を書く力を習得する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基いて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

4.看護の対象に関わる人々や保健・福祉における他職種と連携協働できる能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト エレイン.N.マリーブ著、人体の構造と機能、医学書院、2015 

参考文献 

・竹内修二著、解剖トレーニングノート、医学教育出版社、2016 

・坂井建雄、久光正 監修、解剖生理学 Step by Step、医学教育出版社、2016 

・佐藤達夫 監修、からだの地図帳、講談社、2016 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

最初の授業時に詳細を説明します。 

クイズ、課題やレポート、期末試験、授業参加等を含み評価します。 

グループ活動と課題は課題と授業参加に含まれます。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

クイズは返却します。レポートや課題等の提出物は、コメント記載の後、返却します。それぞれの学

びを深めるために、また、同じ間違いがないように、復習に活用しましょう。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

最初の授業時に詳細を説明します。解剖生理学は積み重ねの大切な学問です。クイズと課題は、ほぼ

毎回あります。工作があります。協力して完成させましょう。自分の体験や経験と関連付けて、学び

を深めましょう。 

教員からの 

メッセージ 

看護学を学ぶ上では、人体の解剖学と生理学は、最も重要な学問の一つです。難解な専門用語が多

く出てきます。他の専門科目の基礎となります。教科書をよく読み、様々な絵や図を参照し、理解を

深め、記憶していきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
研究室（9）内線 247、yamamotoos@saniku.ac.jp  

mailto:yamamotoos@saniku.ac.jp
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人体の形態と機能Ⅰ BS_HH100R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

1 ガイダンス 学び方、基礎知識 教科書の ii～vi ページを熟読しておく 山本 

2 １章 人体：オリエンテーション I 
該当する章を読み、到達目標チェック

リストを確認しておく。クイズの準備。 
〃 

3 １章 人体：オリエンテーション II 〃 〃 

4 ４章 皮膚と膜 〃 〃 

5 ５章 骨格系 I 〃 〃 

6 ５章 骨格系 II 〃 〃 

7 ６章 筋系 I 〃 〃 

8 ６章 筋系 II 〃 〃 

9 １４章  消化器系と代謝 I 〃 〃 

10 １４章 消化器系と代謝 II 〃 〃 

11 １４章 消化器系と代謝 III 〃 〃 

12 １１章 心臓血管系 I 〃 〃 

13 １１章 心臓血管系 II 〃 〃 

14 １１章 心臓血管系 III 〃 〃 

15 １０章 血液 〃 〃 

16 試験 知識の確認  〃 
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科目名 

（科目コード） 

人体の形態と機能Ⅱ 

BS_HH101R 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

人間を対象とする看護を実践するうえで、人体の生物学的な構造と機能を理解することは、医療者
として、最も重要な基本の一つである。看護学を学ぶ過程において、人間の様々な疾患や障害の問題
解決が大きな看護目標となるが、人体のどの器官または部位が障害され、どんな生理学的な変化が起
きているかの理解が看護目標の達成に必要となる。 
本授業科目は、人体の形態と機能の理解とともに、看護専門科目に関連付ける能力を養うことを目

的とする。 

科目目標 

基本的な人体の形態と機能を学ぶために、具体的な諸臓器の位置と名称、それぞれの生理学的役

割、そして、それらの関連性について考えながら習得する。 

難解な解剖学的用語や生理学的用語を理解し、正確な専門用語を書く力を習得する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基いて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

4.看護の対象に関わる人々や保健・福祉における他職種と連携協働できる能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト エレイン.N.マリーブ著、人体の構造と機能、医学書院、2015 

参考文献 

・竹内修二著、解剖トレーニングノート、医学教育出版社、2016 

・坂井建雄、久光正 監修、解剖生理学 Step by Step、医学教育出版社、2016 

・佐藤達夫 監修、からだの地図帳、講談社、2016 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

最初の授業時に詳細を説明します。 

クイズ、課題やレポート、期末試験、授業参加等を含み評価します。 

グループ活動と課題は課題と授業参加に含まれます。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

クイズは返却します。レポートや課題等の提出物は、コメント記載の後、返却します。それぞれの

学びを深めるために、また、同じ間違いがないように、復習に活用しましょう。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

最初の授業時に詳細を説明します。解剖生理学は積み重ねの大切な学問です。クイズと課題は、ほぼ

毎回あります。自分の体験や経験と関連付けて、学びを深めましょう。 

教員からの 

メッセージ 

看護学を学ぶ上では、人体の解剖学と生理学は、最も重要な学問の一つです。難解な専門用語が多

く出てきます。他の専門科目の基礎となります。教科書をよく読み、様々な絵や図を参照し、理解を

深め、記憶していきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
研究室（9）内線 247、yamamotoos@saniku.ac.jp  

mailto:yamamotoos@saniku.ac.jp
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人体の形態と機能Ⅱ BS_HH101R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

1 １３章 呼吸器系 I 

該当する章を読み、到達目標チェッ

クリストを確認しておく。クイズの

準備 

山本 

2 １３章 呼吸器系 II 〃 〃 

3 １２章 リンパ系と生体防御機構 I 〃 〃 

4 １２章 リンパ系と生体防御機構 II 〃 〃 

5 １５章 泌尿器系 I 〃 〃 

6 １５章 泌尿器系 II 〃 〃 

7 ７章 神経系 I 〃 〃 

8 ７章 神経系 II 〃 〃 

9 ９章 神経系 III 〃 〃 

10 ９章 内分泌系 I 〃 〃 

11 ９章 内分泌系 II 〃 〃 

12 ８章 特殊感覚 I 〃 〃 

13 ８章 特殊感覚 II 〃 〃 

14 １６章 生殖器系 I 〃 〃 

15 １６章 生殖器系 II 〃 〃 

16 試験 知識の確認  〃 
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科目名 

（科目コード） 

生化学 

BS_HH102R 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
生物がどのような化合物で成り立ち、生体の恒常性維持のために、それらの化合物がどのような

働きをしているかを学ぶ。 

科目目標 
疾病とは生物の恒常性が失われた状態であることを理解し、各疾病特有の生化学的な異常を学び、

看護師としての基礎知識を身に付ける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基いて、ホリスティックナーシングを実践する能力。 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力。 

テキスト わかりやすい生化学（ヌーヴェル ヒロカワ） 

参考文献 必要に応じて紹介します。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

期末試験 80％、課題・クイズ等 20％で総合評価します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

最初の授業時に説明します。 

教員からの 

メッセージ 

毎授業時にクイズと課題があります。復習を忘れないようにしましょう。各自の疑

問・興味を大切に、それぞれの学びにつなげていきましょう。 
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生化学 BS_HH102R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 生化学とは？ イントロ。 
教科書と整理ノートの授業範囲を

読み、問いに答える 
山本 

2 酵素(第 3章) 酵素とその反応 同上 山本 

3 
タンパク質とその代謝 

（第 2章＆6章） 
タンパク質とは？アミノ酸とは？ 同上 山本 

4 糖質（第 4章） 糖質とその代謝について 同上 山本 

5 脂質（第 5章） 脂質とは？ 同上 山本 

6 ホルモン（第 9章） ホルモンとは？ 同上 山本 

7 体液と血液（第 8 ＆13章） 成分とその働きについて 同上 山本 

8 尿（第 14章） ろ過の仕組み、体液の調整 同上 山本 

9 期末試験   山本 

 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

研究室扉に掲示してある時間以外を希望の場合は、授業前後かメールにて予約をと

ってください。研究室は 1号館２階（9）です。内線番号は 247、メアドは

yamamotoos@saniku.ac.jp です。 

mailto:yamamotoos@saniku.ac.jp
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科目名 

（科目コード） 

微生物学 

BS_HH103R 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 近年微生物学は大きな変貌をみせ、医療における重要性が一層高まってきていることを学ぶ。 

科目目標 
病気を起こす微生物（病原微生物：病原体）の基礎から、病原体全体の概念をつかんだ後、各病原

体ごとに、感染の様式や病原性などを分かりやすく楽しく学ぶ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基いて、ホリスティックナーシングを実践する能力。 

4.看護の対象に関わる人々や保健・福祉における他職種と連携協働できる能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力。 

テキスト ビジュアル微生物学（ヌーヴェルヒロカワ） 

参考文献 図書館の微生物学関係の書籍を活用してください。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

最初の授業時に詳細を説明します。クイズ、課題やレポート、期末試験、授業参加等を含み、総合的

に評価します。グループ活動と課題は課題と授業参加に含まれます。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

クイズは返却します。レポートや課題等の提出物は、コメント記載の後、返却します。それぞれの

学びを深めるために、毎回、フィードバックシートを提出します。質問や感想を積極的に表現しま

しょう。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

最初の授業時に詳細を説明します。 

クイズは、ほぼ毎回あります。微生物と病は密接に関連しており、微生物の理解は他教科の理解を深

める手助けになります。 

自分の体験や経験と関連付けて、学びを深めましょう。 

教員からの 

メッセージ 
各自の疑問・興味を大切に、それぞれの学びにつなげていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
yamamotoos@saniku.ac.jp  

mailto:yamamotoos@saniku.ac.jp
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微生物学 BS_HH103R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1  微生物と微生物学  微生物全体について学ぶ 
シラバスと共に教科書と整理ノー

トで復習・予習しておくこと。 
山本 

2 滅菌と消毒 微生物と生きる世界 〃 山本 

3 検査と治療 対処のために 〃 山本 

4 感染するとは？ 微生物との相互反応 〃 山本 

5 免疫 疫を免れるとは？ 〃 山本 

6 感染症の予防 対策、対応、作用、理想と現実など 〃 山本 

7 予防接種 効果、集団免疫など 〃 山本 

8   病原真菌 
 病原真菌の種類、特徴、病原性、予

防法、治療法など 
〃 山本 

9   病原原虫 
 病原原虫の種類、特徴、病原性、予

防法、治療法など 
〃 山本 

10   病原細菌 
 細菌の形態と特徴―大きさ・形・染

色性・構造など 
〃 山本 

11   〃  常在菌叢―体内分布とその意義 〃 山本 

12   〃 
 病原細菌―種類・特徴・病原性・予

防法・治療法など 
〃 山本 

13   病原ウイルス 
 ウイルスの形態と特徴―大きさ・

形・染色性・構造など 
〃 山本 

14   〃  病原ウイルス-種類・特徴など 〃 山本 

15   〃  病原性・予防法・治療法など 〃 山本 

16  期末試験   山本 
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科目名 

（科目コード） 

栄養学 

BS_HH104R 

単位認定者 

（担当教員） 
仲本 桂子 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  病院 健康教育科 科長としての経験 

科目目的 
食品に含まれる栄養素の種類と働き、消化吸収、代謝について基礎的な内容を学び、健康を維持

するための食生活の基本を理解する。 

科目目標 

１．食品に含まれる栄養素の種類と働き、消化吸収、代謝について理解する 

２．栄養と生活習慣病の関係を理解し、健康を維持するための様々なツールを理解する 

３．栄養ケアマネジメント及びライフステージごとの栄養、臨床栄養の基礎となる知識を理解する 

４．ＳＤＡが教える予防医学について理解する 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

２．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

６．自己の健康を管理する能力 

 
テキスト 健康と医療福祉のための栄養学 渡邉早苗ほか 編著 医歯薬出版 

参考文献 
七訂食品成分表 2019：女子栄養大学出版 

トータルヘルスへの１２の鍵： 福音社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

毎回（１日１回）授業開始前に 5分間テスト×3回 30点に換算 

食事記録・評価 10点 

定期試験 60点 合計 100点として評価します。 

毎回の授業をしっかり聞くことと、テキストの予習・復習をしっかりする事が大切です。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

理解度を確認する為の小テストを行い、解答解説後、質疑応答の時間を設けます。 
食事記録・評価を集め、コメントを記載して返します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

テキストに沿って授業を行いますので、テキストを必ず持参する事。復習の際は、特に授業で話し

たこと、配布資料をしっかり学習しておいてください。 

教員からの 

メッセージ 

健康な身体は毎日の食事から作られます。ただの学問としてだけでなく、日頃の身近な部分から

栄養に関心を持ち、学んだ事を日頃の生活に活かし、患者様や周りの方に伝えられるようになれ

る看護師を目指してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
k-nakamoto@tokyoeisei.com 
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栄養学 BS_HH104R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 栄養素の種類と働き 
炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、

ミネラルの働き 
テキスト III を予習しておく 仲本 

2 栄養素の消化と吸収、

代謝 

炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、

ミネラルの消化と吸収、代謝 

前回授業の復習 

テキスト I を予習しておく 
仲本 

3 
エネルギー代謝 

健康づくりと食事・食

生活 

エネルギー代謝 

食事摂取基準、健康日本２１、健康増進

法、食事バランスガイド、食品表示など 

前回授業の復習 

テキスト I、II、IV を予習しておく

食事記録・評価をする 

仲本 

4 
栄養ケア・マネジメン

ト 

栄養補給法 

栄養スクリーニング、栄養アセスメン

ト、栄養ケア計画、栄養補給法 

前回授業の復習 

テキスト V を予習しておく 
仲本 

5 臨床栄養Ｉ 
疾患・症状別食事療法（循環器疾患、消

化器疾患、栄養・代謝疾患） 

前回授業の復習 

テキスト VII を予習しておく 
仲本 

6 臨床栄養 II  
疾患・症状別食事療法（腎臓疾患、血液

疾患、がん）、術前・術後の栄養管理 

前回授業の復習 

テキスト VII を予習しておく 

 

仲本 

7 ライフステージと栄養 

乳幼児期～成人期、妊娠・授乳期、高齢

期の栄養ケア・マネジメント（食物アレ

ルギー、骨粗鬆症、咀嚼・嚥下障害含む） 

前回授業の復習 

テキスト VII を予習しておく 
仲本 

8 
ＳＤＡが提唱するライ

フスタイル 

まとめ 

NEWSTART 健康法とその科学的根拠 
前回授業の復習 

「食事記録・評価」提出 
仲本 

9 テスト 
1-8 回の講義の中から試験問題を作成

する。 

今までに行った講義・クイズを復習

しておくこと 
仲本 
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科目名 

（科目コード） 

疾病・治療学Ⅰ 

BS_HH105R 

単位認定者 

（担当教員） 
塚本 利朗 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
看護学の学びと看護の実践に必要な疾病とその原因、それに対する生体の反応および治療に関す

る医学的基礎知識として病理学を学ぶ 

科目目標 
疾病の原因とそれに対する生体の反応の仕方について、さらに疾病の経過および治療に関して 

理解する  

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

テキスト 系統看護学講座 専門基礎④ 病理学 医学書院 

参考文献 
①がん 家族はどうしたらよいか 季羽倭文子 池田書店、 

②死を忘れた日本人 中川恵 朝日出版社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記テスト 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

試験の記述問題に対する解答のうち興味深い内容のものについて、次年度の疾病・治療学Ⅱの講義

の最初に紹介し、コメントをする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

特になし 

教員からの 

メッセージ 

疾患の成り立ちを理解し、病気を予防し、治癒させるという医療の目的を達成するための基礎知

識を学ぶ。その一方で「不老不死」を目指しても必ず訪れる老化と死をどのように患者や医療者

が受け入れていくのかについても触れてみたい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
de101022@yahoo.co.jp 
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疾病・治療学Ⅰ BS_HH105R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 病気の原因 
病理学の歴史、方法論、内因と外因につ

いて学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

2 代謝障害 
細胞の損傷と適応、細胞及び個体レベ

ルでの代謝障害について学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

3 循環障害 
循環障害によって起こる疾病とその病

態について学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

4 炎症・免疫 

免疫系のしくみと役割、アレルギーの

機転、代表的な免疫系の疾病について

学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 塚本 

5 先天異常と遺伝子異常 
遺伝の基本メカニズムと先天異常を学

ぶ。出生前診断の倫理を含む 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく。自分の子供（胎児）が先天

異常の疑いと診断されたらどうす

るか考えてみる 

塚本 

6 老化と死 
細胞と個体の死、緩和医療について学

ぶ 

強い宗教心を持たない日本人がど

のように死を受け入れたらよいか、

考えてみる 

塚本 

7 移植・再生医療 
近年著明に発展している移植、再生医

療の基本を学ぶ 

医学的な適応がある場合に、自分が

生体移植のドナー、レシピエントに

なるかどうかどうか考えてみる 

塚本 

8 腫瘍 

人体に発生する腫瘍について、その分

類、発生機序、生体への影響、治療につ

いて学ぶ 

自分が悪性腫瘍と診断されたら、ど

のような治療を受けるか調べてみ

る 

塚本 

9 まとめ    
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科目名 

（科目コード） 

公衆衛生学 

BS_HE100R 

単位認定者 

（担当教員） 
渡邉 いよ子 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 １５ 授業回数 ８ 選択必修 必修 

科目目的 

健康の保持増進は、医療・看護活動の大きな目的であり、その任を担う公衆衛生学の目的は、生活者

の様々な県区問題を取り上げ、生命尊重の立場を貫き、高い衛生水準の下に、健康で活力ある「良き

社会」を形成することであり、そのための基盤としての知識を学ぶ。 

科目目標 

・２１世紀の健康社会実現のため、保健・医療・福祉・環境の総合的な糧としてとらえる。 

・生活者の健康に向けた公衆衛生学の社会適応としての公衆衛生活動が可能な方法論を学ぶ。 

・公衆衛生活動は、個々の疾病予防に対する自然科学的、社会科学的なアプローチである。社会・

経済の変化や、地域社会の文化・風俗・習慣とも密接に関連していることを学ぶ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

２．科学的根拠に基づいて、ホリスティック看護を実践する能力  

４．看護の対象に係わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力  

７．障害を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 系統看護学講座 専門基礎 公衆衛生 健康支援と社会保障制度２ 

参考文献 
講師作成資料 国民衛生の動向 2019/2020（厚生統計協会）  

シンプル衛生公衆衛生学 2020（南江堂） 

 

 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

小テスト、期末筆記試験―各章のゼミナール 復習と課題から出題 

小テスト４回 50％+期末テスト 50％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

理解度を確認するための小テストを行い、自己採点後、質疑応答の時間を設けます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）健康とは何か？を授業を通して考えよう。 

２）健康な日常生活を送るために国や地方公共団体あるいは医療機関で行われる健康の保持増進や疾

病予防が公衆衛生活動であり、その知識・技術体系が公衆衛生学である。専門用語を覚え、地域

保健活動の礎であることを学ぼう。 

３）学習する領域が広いので、社会学的興味を持って日々のニュース等に関心を持とう。 

４）次回の学習に向けた課題についてテキストを読み予習を行おう。 

５）テキスト、国民衛生の動向は必ず持参すること。 

教員からの 

メッセージ 

公衆衛生学は、個人・グループ・集団・コミュニティと幅広い集団を対象とすることから難しいと感

じるかもしれないが、実践の学問であり、至極常識的な社会学的学問である。テキストはとてもわか

りやすいのでぜひ予習を心掛けてほしい。 

 
 教員連絡先・ 

オフィスアワー 
Iyoko Watanabe <hiyoko-piyopiyo@catv296.ne.jp> 
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公衆衛生学 BS_HE100R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

科目ガイダンス・ 

公衆衛生学を学ぶに当

たり、 

公衆衛生のエッセンス、

公衆衛生の活動対象、 

公衆衛生のしくみ 
 

公衆衛生を学ぶ必要性、「ひとりの健

康」と「みんなの健康」、公衆衛生、世

界と日本の公衆衛生の歴史、新たな公

衆衛生の理念、社会集団と個人の QOL

との関わり、看護職の公的責任と役割、

社会集団の見方と捉え方、公衆衛生の

しくみ、法律制作・事業・計画の枠組み、

枠組みの中での看護職の活動、住民と

専門職の協働の大切さ 

テキストを読み事前課題を行いま

しょう。 

ゼミナール P44、62、89-90  

復習と課題をしましょう 
 

渡邉 

2 

集団の健康をとらえる

ための手法－疫学  

第１回小テスト 

疫学、健康指標、集団の健康状態に影響

する要因を見つけ出す、エビデンス、危

険因子への対策 

ゼミナール P115-116  
復習と課題をしましょう 

渡邉 

3 環境と健康 
地球規模の環境、室内環境、食品管理、

ごみ・医療廃棄物問題等 

ゼミナール P152  

復習と課題をしましょう 
渡邉 

4 感染症対策、国際保健 

公衆衛生学上重要な感染症とその対

策、国際保健の現場、経済格差と健康格

差、国際保健の担い手、ODA 

ゼミナール P179-180、194  
復習と課題をしましょう 

渡邉 

5 

公衆衛生看護、 

母子保健 成人保健、

高齢者保健 

第２回小テスト 

公衆衛生看護とは、母子保健・成人保

健・高齢者保健の対象となる人 ・々しく

み・活動を知る 

ゼミナール P310-311  
復習と課題をしましょう 

渡邉 

6 精神保健、歯科保健、 
障害者保健、難病保健 

精神保健、歯科保健、難病保健、障害者

保健の対象となる人 ・々仕組み・活動を

知る 

ゼミナール P311-312  

復習と課題をしましょう 
 

渡邉 

7 学校と健康 
第３回小テスト 

学校保健の目的としくみ、学校保 

健の役割、子どもの健康課題、学 

校保健の展開方法、特別支援教育 

ゼミナール P336  

復習と課題をしましょう 
 

渡邉 

8 
職場と健康、健康危機

管理・災害保健 
第４回小テスト 

産業保健とは、その仕組みと活動につ

いて知る、健康危機管理体制と地域に

おける健康危機管理の実際を理解す

る、災害対策体制と災害時の支援につ

いて、災害時の被災者の健康と人権に

ついて 

ゼミナール P359-360、379  

復習と課題をしましょう  
渡邉 

9 筆記試験   渡邉 
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科目名 

（科目コード） 

健康教育論Ⅰ 

BS_HE101R 

単位認定者 

（担当教員） 

緑川喜久代 

浦橋久美子 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 １５ 授業回数 ８ 選択必修 必修 

科目目的 
患者や地域住民が主体的に生活行動の変容に取り組むための健康教育や保健指導

のあり方、そこで活用される理論を理解し、看護職者としての態度を育む。 

科目目標 

１．健康教育とは何か理解する。 
２．健康教育で活用する理論や概念を理解する。 
３．保健指導とは何か理解する。 
４．対象に合わせた保健指導の提供方法や基本的な技術を修得する。 
５．看護職者に求められる態度を修得する 

教育目標 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

３．看護専門職者としての倫理的態度 

４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

７．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 標準保健師講座 公衆衛生看護技術 

参考文献 
畑栄一他編集:行動科学 健康づくりのための理論と応用 改訂第 2版 南江堂 

 村嶋幸代編集：最新保健学講座２ 公衆衛生看護支援技術 メヂカルフレンド社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記試験 70％、レポート・グループ討議への参加度 30％から総合的に評価する。 

課題(試験やレポー

ト等)に対するフィ

ードバックの方法 

筆記試験については終了後に解答案を掲示する。 

レポートについては、個人にコメントを記載し返却する。 

オフィスアワーで個別に質問等に対応する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 

対象者を生活者としてとらえ、対象のもつ力を引き出すことができる健康教育や保健指導に必要な

理論と技術を学びます。さまざま場面で応用できますので積極的に取り組むことを期待します。 
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健康教育論Ⅰ BS_HE101R 

 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

１ 健康教育とは 

１．健康教育の定義 

２．健康教育の目的と目標 

３．健康教育の対象と場 

教科書 6章 Aを予習する。 

緑川 

２ 

・ 

３ 

・ 

4 

健康教育で活用され

る理論 

１．場の理論 

２．自己効力感、 

３．保健信念モデル 

４．変化のステージ理論、 

５．ヘルスリテラシー 

６．エンパワメント 

教科書 3章 A・Bを予習する。 

浦橋 

5 保健指導とは 

１．保健指導の対象・特徴 

２．患者・住民の主体性を尊重した保健指導 

３．看護職者として必要な姿勢 

教科書 3章 A・Bを予習する。 

緑川 

6 保健指導の展開 

１．対象に応じた保健指導の場と接近方法 

２．接近方法と特徴 

３．保健指導が展開される手段の種類と特徴 

教科書１章 A-4を予習する。 

緑川 

７ 

保健指導の展開 

１．カウンセリングを用いた保健指導 

２．ケースワークを用いた保健指導 

３．グループワークを用いた保健指導 

４．健康相談 

教科書４章を予習する。 

緑川 

８ 

 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

浦橋久美子：urahashi@saniku.ac.jp   （研究室 34） 

緑川喜久代: midorikawak@saniku.ac.jp （研究室 31） 

mailto:urahashi@saniku.ac.jp
mailto:midorikawak@saniku.ac.jp
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科目名 

（科目コード） 

ファシリテーション 

BS_HE102E 

単位認定者 

（担当教員） 

増田 敦 

増田 郁子 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 選択 

科目目的 

 近年、21 世紀コミュニケーション力に代表されるように、対話、交流、討論、説得・納得とい

ったスキルを身に付けることが求められている。また、対話や交流等を支援あるいは促進するた

めのスキルを身に付けることも社会人に求められる基礎的なスキルであると考えられる。 

 そこで本演習では、組織や職場のチームにおいてミーティング（話合い等）を効率的、効果的に

実施し合意形成に向けて働きかけていくスキル（ファシリテーション・スキル）の習得を目的に

開講する。 

科目目標 

１）ファシリテーションとは何か？ その概要を理解し他者に説明できる。 

２）ファシリテーションの４つのスキルを理解し、他者とのコミュニケーション等の場面で 

スキルを用いることができる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 
４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

テキスト 
中村誠司『対人援助職のためのファシリテーション入門』 中央法規 

 ＊本演習が開講される前の事前学習（予習）で使うため各自早めに購入をすること 

参考文献 
 クラスの中で適宜紹介する 

また演習に必要な資料は適宜配布する 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

以下の 3点で評価をする 

１）ワークシート 40％ ２）実習およびレポート 40％ ３）ファイル提出 20％ 

注 1：上記を点数化し、満点 100点で評価をする。 

注 2：欠席、遅刻はそれぞれ－10点とする（合計の得点から欠席・遅刻数×10点を減ずる）。 

注 3：レポートはすべて提出しなければ評価（単位認定）をしない。 

課題（試験やレポー

ト等）に対するフィ

ードバックの方法 

レポート等提出物は次演習日までに採点をして返却をする。 

内容が十分でない場合は再提出を求める。採点に対する質問はオフィスアワー等で回答する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布した資料および作成した課題は時系列でファイリングをしておくこと（指定日に提出）。 

２）遅刻は講義進行の妨げとなる。時間を厳守し指定の場所に集合すること。 

３）本演習は、予習（課題作成）→講義・演習→復習（振り返りシート記入）の流れで行う。 

４）本演習は 3日間の集中講義で行う（1日目・2日目：それぞれ 3コマ、3日目：2コマ）。 

   ＊詳しい日程は履修希望者にオリエンテーションを実施し説明する。 

５）短期間での講習になるため事前事後学習をしっかり行うこと。 

６）詳細はオリエンテーションで説明する（日時は履修希望者に連絡する） 必ず出席すること。 

教員からの 

メッセージ 

短期集中型の演習科目ですが、3 日間の中で予習・演習・復習を繰り返します。気力・体力・精神

力を高めてクラスに臨んでください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

masuda.a@saniku.ac.jp 

Masuda.i@saniku.ac.jp 
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ファシリテーション BS_HE102E 

 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

１ 
ファシリテーション

とは何か？ 

ファシリテーションとは何か？その概

要と必要性を学ぶ 

指定図書を読み、事前学習課題に回

答しておくこと。演習は、事前学習

を修了していることを前提に展開し

ます。 

増田

敦 

 

増田

郁子 

２ 
ファシリテーション

の 4 つのスキル 

ファシリテーションスキルを概観し、そ

の具体的な内容を学ぶ 

３ 
「場のデザイン」の

スキル 

ケースを想定し、そのケースでの場のデ

ザインを行う。 

ワークシート①を学習しておくこ

と。 

４ 
「対人関係」の 

スキル 

ケースを想定し、そのケースでの「対人

関係」のスキルを用いた実践を行う。 

ワークシート②を学習しておくこ

と。 

５ 
「構造化」の 

スキル 

ケースを想定し、そのケースでの「構造

化」のスキルを用いた実践を行う。 

ワークシート③を学習しておくこ

と。 

６ 
「合意形成」の 

スキル 

ケースを想定し、そのケースでの「合意

形成」のスキルを用いた実践を行う。 

ワークシート④を学習しておくこ

と。 

７ 
総合的ケース・スタ

ディ① 

ケースを想定し、４つのスキルを用いた

総合実践を行う。 

演習シート①（ファシリテーション

計画）を作成しておくこと。 

８ 
総合的ケース・スタ

ディ②まとめ 
同上 

演習シート②（ファシリテーション

計画）を作成しておくこと。 
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科目名 

（科目コード） 

看護学概論 

NR_FU100R 

単位認定者 

（担当教員） 

◎後藤 佳子 

村上 寛  

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

本科目は、看護学の基盤となる看護の概念、看護の役割、看護の歴史、看護理論などの学びを通し

て、看護の対象である人を全人的に捉え、ホリスティック・ナーシングケアとは何かを考え、これ

から学ぶ看護学への導入を目的とする。 

科目目標 

1.看護の主要概念を学ぶ。 
2.看護の機能と役割、チーム医療を学ぶ。 
3.看護過程、看護理論を学ぶ。 
4.医療安全、看護管理について学ぶ。 
5.看護の歴史を学ぶ。 
6.ホリスティック・ナーシングケアを学ぶ。 
7.看護における国際化を学ぶ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し、擁護する能力 
2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 
3.看護専門職者としての倫理的態度 
4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協力できる能力 
5.異文化を理解し国際協力に貢献できる能力 
7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力        

テキスト 

志自岐康子他編：ナーシンググラフィカ 看護学概論，メディカ出版，2019． 

ナイチンゲール；湯槇 ます訳：看護覚え書き，現代社，2019． 

小田正枝編：ロイ適応看護理論の理解と実践第 2版，医学書院，2016． 
ヘンダーソン；湯槇ます、小玉香津子訳：看護の基本となるもの，日本看護協会出版会，2019． 

参考文献 

松本光子：看護学概論,ヌーベルヒロカワ，2012．  

久保成子：看護実践の人間学，看護の科学社，1987． 

アン・マリナー・トメイ，都留伸子監訳：看護理論家とその業績，医学書院，2011． 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

テスト、クイズ、レポート、グループ発表の内容等の総合評価 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポートは、あらかじめ評価方法を提示の上、内容を確認し評価点を記載して返却します。 

また、試験は、解答例を掲示板に掲示し、評価基準を明示します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

問題に対する積極的な取り組みと、不明瞭なままにしない主体的学習を要求します。 

教員からの 

メッセージ 

大学生として専門科目である看護学を学ぶために重要なことは、自ら主体性をもって学ぶことです。 

予習・復習を前提とし、主体的な学習に期待します。 

2年次の基礎看護学実習Ⅱ履修のためには、本科目を合格する必要があります。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：ygoto@saniku.ac.jp（後藤）  

オフィスアワー：火曜日。メールで事前の連絡をください。 

mailto:ygoto@saniku.ac.jp
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看護学概論 NR_FU100R 

 学習テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学習 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

1 看護とは  
〔講義・グループワーク〕 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 看護の魅力を知る  
 

後藤 

 

2 

看護の主要概念を理解

する 

〔講義・グループワーク〕 

４つの主要概念「人間」「環境」「健康」「看護」

を学ぶ 

ナイチンゲール「看護覚え書」を通して看護の重

要な概念を理解する。 

看護の対象である人間の理解：身体的、心理的、

社会的、霊的な存在 

生活者としての人間の理解 

健康と環境 健康と傷害の定義 健康のとらえ

方の推移 

「看護覚え書き」を読み、著者が伝

えたいことは何かをまとめる（課題

提出） 

3 配付資料を読んでくる 

4 
「看護の基本となるもの」Ⅰ・Ⅱを

読み、著者が言いたいことをまとめ

る（課題提出） 

5 人間の尊厳 
〔講義・グループワーク〕 

事例を通して人間の尊厳について学ぶ 
配付資料を精読してくる 

6 医療安全と看護管理 
〔講義・グループワーク〕 
医療事故 事故の要因 事故防止対策 看護
管理とは 個人情報の保護と情報の公開 

テキストｐ240～247 を読んでくる 村上 

7 看護の機能と役割 
〔講義〕 職業としての看護 看護職の
教育とキャリア開発 

テキストｐ19～28，ｐ179～184 
を読んでくる 

後藤 

8 チーム医療 

〔グループワークの発表〕  

病院におけるチーム医療と看護  

コミュニケーション  

グループワークで各医療職につい

て調べ、発表する 
村上 

9 

看護理論 
〔講義〕看護理論とは何か。 

ロイ適応看護モデルを概観する 

「ロイ適応看護理論の理解と実践」

を読んでくる 
各グループごとに課題となった看

護理論について調べる 

後藤 

10 

11 看護の展開 
〔講義・グループワーク〕 

看護過程・根拠に基づいた看護とは 
 

12 看護理論まとめ 
〔グループワークの発表〕  

理論のまとめ 
 

13 看護の歴史 
〔グループワーク発表〕 

各国の看護 日本、アメリカ、イギリス 

グループワークで各国の看護につ

いて調べる 

14 ホリスティック・ナー

シング 

〔講義・グループワーク〕 

ホリスティック・ナーシングとは  
履修要項ｐ１を読んでくる 

15 看護の国際化 
〔講義・グループワーク〕 

国際看護の定義 世界の健康問題 
テキストｐ262～270 を読んでくる 

16 まとめ   
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科目名 

（科目コード） 

三育の全人的看護と伝統 

NR_FU101R 

単位認定者 

（担当教員） 
後藤 佳子 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 

本科目は、アドベンチスト医療・看護の歴史や、聖書の示す人間観・健康観を学ぶことを通して、

人間を全人的に理解し、ホリスティックナーシング（全人的看護）の実践者となる基礎的な能力

を身に着けることを目的とする。 

科目目標 
１．聖書の示す人間観・健康観を理解する。 
２．アドベンチスト先駆者の医療・看護を理解する。 
３．ホリスティックナーシング（全人的看護）とは何かを理解する 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

２． 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシング（全人的看護）を実践する能力 

３． 看護専門職者としての倫理的態度 

４． 異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

５． 自己の健康を管理する能力 

テキスト 
Muriel Chapmen：Mission of  Love A Century of seventh-day Adventist Nursing,2000. 

（訳本は出版されていません。資料を配付します） 

参考文献 

梶山積：使命に燃えて 日本セブンスデー・アドベンチスト教会史，福音社，1982． 

アガサ・スラッシュ MD 他：自然を生かした治療法 その驚くべき治癒力，日本健生協会出版文書

部，2006． 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

レポートの提出。レポートのテーマは授業中に提示。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポートにコメントを付けて返却する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

この科目は概念や思想を学ぶことが多いため、 
覚えることと同時に思考を深めることに努力してほしい。 

教員からの 

メッセージ 

本学の教育理念を理解するための重要な科目です。 

卒業するときに自分の中で看護観として整理されているように学びを深めてください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
ygoto@saniku.ac.jp   授業のある日にオフィスアワーを持っています。事前に連絡をください。 
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三育の全人的看護と伝統 NR_FU101R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当

教員 

1 
聖書の示す人間観 

・健康観 

聖書は人間をどのような存在としてみ

ているのか、健康についてどのように捉

えているのか。三育の意味とは何か。 

事前配布資料に目を通して理解して

おく 後藤 

2 

アドベンチスト看護

教育の歴史 

－アメリカ編－ 

アメリカにおけるアドベンチストの先

駆者たちが医療伝道のために献身した

看護教育の歴史を紐解く 

事前配布資料に目を通して理解して

おく 
後藤 

3 

アドベンチスト看護

教育の歴史 

－日本編－ 

日本におけるアドベンチストたちが医

療伝道のために献身した看護教育の歴

史を紐解く 

事前配布資料に目を通して理解して

おく 後藤 

4 自然療法 
自然の力を使った身体にやさしい治療

法から学ぶ 

事前配布資料に目を通して理解して

おく 後藤 

5 
 アドベンチストの

ライフスタイル 
健康的なライフスタイルについて学ぶ 

事前配布資料に目を通して理解して

おく 
後藤 

6 

ホリスティックナー

シングとスピリチュ

アルケア 

ホリスティックナーシング（全人的看

護）の中でも見落とされがちなスピリチ

ュアルケアについて考える 

事前配布資料に目を通して理解して

おく 
後藤 

7 
卒業生が語る三育の

看護 

本学の卒業生が三育で学んだ看護が臨

床でどのように生かされたかについて

語る 

これまでの学習内容を復習しておく 

ゲス

ト 

8 
卒業生が語る三育の

看護 

本学の卒業生が三育で学んだ看護が臨

床でどのように生かされたかについて

語る 

これまでの学習内容を復習しておく 

ゲス

ト 
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科目名 

（科目コード） 

看護技術の基礎 

NR_FU102R 

単位認定者 

（担当教員） 

〇後藤 佳子 

遠田 きよみ、村上 寛 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
対象者の安全・安楽・自立を保証し、根拠に基づいて展開される看護技術の特徴を学び、看護技術

とは何かを考える。看護技術の基本となる共通の技術を学修する。 

科目目標 

1．看護技術の概念を理解する。 
2．人間の尊厳を尊重する看護技術とは何かを理解する。 
3．根拠にもとづいて看護技術を実践する必要性を理解する。 
4．看護技術の基本となる共通の技術を理解する。 
5．実技演習を通して看護技術の実施にふさわしい身なり、態度、物品管理を習得する。 
6．看護学生として自らの健康を守るための行動をとる自覚を持つ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 
2．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 
6．自己の健康を管理する能力 

テキスト 志自岐康子他編：ナーシンググラフィカ 基礎看護技術，メディカ出版 

参考文献 
藤本真記子他監修：看護技術が見える①基礎看護技術 メディックメディア 

佐藤久美編著：看護技術が見える②臨床看護技術 メディックメディア 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

講義・グループ学習への参加状況、課題レポート、演習、クイズ、筆記テストにより 

総合的に評価する。 

課題（試験やレポー

ト）に対するフィー

ドバックの方法 

レポートは、あらかじめ評価方法を提示の上、内容を確認し評価点を記載して返却します。 

試験は、解答例を掲示板に掲示し、評価基準を明示します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

実技演習の際は演習着を着用し、演習にふわさしい態度で臨むこと。 

教員からの 

メッセージ 

看護技術は根拠をもって行う必要があります。根拠をどのようにして確認するのかを学び取ってく
ださい。 
基礎看護学実習Ⅱ履修のためには、本科目を合格する必要があります。 
予習・復習を前提とし、主体的な学習に期待します。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

ygoto@saniku.ac.jp 

オフィスアワー：事前のメール連絡で調整します 

mailto:ygoto@saniku.ac.jp
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看護技術概論 NR_FU102R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
看護技術とは 

人間の尊厳を尊重する

看護技術について 

〔講義・グループワーク〕看護技術とは

何かを学ぶ。また、「全人的看護」「人間

の尊厳」「安全・安楽・自立」「インォー

ムド・コンセント」「自己決定」「プライ

バシー保護」といった人間の尊厳を尊

重した看護について学ぶ。 

「尊厳」「インフォームドコンセン

ト」「自己決定」「プライバシー保護」

について事前に調べてノートにま

とめる 

後藤 

2 

 
 
観察の技術 
 
 

〔講義・グループワーク〕対象をアセス

メントするために必要な観察の技術を

学ぶ。 

事前配布資料を読んでくる 
遠田

後藤 

3 コミュニケーション 

の技術 

〔講義・ロールプレイ〕看護学でコミ

ュニケーションを学ぶ意義および効果

的なコミュニケーション技術について

学ぶ。 

ロールプレイの事前課題をしてく

る 

後藤

遠田 

村上 

4 看護技術の根拠 
〔講義・グループワーク〕根拠に基づい

て看護技術を実践する必要性につい

て、文献を通して学ぶ。 

EBN（Evidence based Nursing）と
いう言葉について事前に調べてく

る 
後藤 

5 

感染予防の技術 

〔５，６回 講義・グループワーク〕 

感染成立の仕組み、感染予防に関する

用語、感染予防対策の基本的な知識を

学ぶ。 

感染予防に関する知識を身につけ、看

護学生として自らの健康を守るための

行動をとる自覚を持つ。 

〔７，８回 演習〕ガウンテクニック・

無菌操作の基本的技術を習得する。 

テキスト該当部分を、内容を把握

し、わからない点を確認しておく 
村上 

6 免疫と予防接種に関する課題レポ

ートをしてくる 
村上 

7 

〔演習〕５，６回目の講義で学んだ

ことを復習しておく。 
演習課題あり。 

村上 

遠田 

後藤 
8 

9 まとめ   後藤 
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科目名 

（科目コード） 

生活行動援助論Ⅰ 

NR_FU103R 

単位認定者 

（担当教員） 

◎遠田 きよみ 玉那覇 文美 

安ケ平 伸枝  竹上 三恵 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
人間の基本的な生活行動を理解し、健康上の問題や障害を持つ人々の日常生活行動における看護

援助を行うために必要となる看護技術の基本的な知識と技術、態度を修得することを目的とする。 

科目目標 

1. 生活行動とは何かを理解し、日常生活に援助を必要とする対象者を理解する。 

2. 看護ケアを提供するための基礎となる援助技術とその根拠を学ぶ。 

3. 技術を提供する際の安全・安楽・自立を促す援助技術の基礎を修得する。 

4. 医療専門職者としての看護職者としての姿勢と態度を身に着ける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3．看護専門職者としての倫理的態度 

テキスト 

・ 志自岐康子・松尾ミヨ子他：ナーシンググラフィカ基礎看護学③基礎看護技術, メディカ出版,2018. 

・ 藤本真記子・野崎真奈美・菊池由美他編：看護技術が見える① 基礎看護技術, メディックメディア, 

2018. 

参考文献 

・ フロレンス ナイチンゲール/湯槇ます他訳：看護覚え書,現代社,2011.  

・ ヴァージニア・ヘンダーソン/湯槇ます・小玉香津子訳：看護の基本となるもの,日本看護協出版会,2006 

・ 吉田みつこ：看護倫理 見ているものが違うから起こること, 医学書院, 2013.            他 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・ ノート（20％）、期末試験（60％）、授業・演習に対する参加状況、課題レポート内容・クイ

ズの得点で評価する（20％） 

・ 各単元の予習と、既習知識（人体の構造と機能）の復習をすること、課題、技術の練習の積

み重ねが実践力の基盤を作ります。しっかりと取り組んでください。 

課題（試験やレポー

ト）に対するフィー

ドバックの方法 

課題レポートにはコメントを付けて返却します。 

筆記試験は解答例を掲示し評価基準を明示します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・ 授業では様々な方法で学修していきます。皆さんの主体的な参加を期待しています。学生間で
学びの共有をする機会や、主体的な取り組みによって思考する力を付けてください。 

・ 実技演習課題は事前に提示します。空き時間を使って実習棟での練習に励んでください。 

・ 実習棟は決められた時間に開放しています。 

・ 基礎看護学実習Ⅱの履修のためには、本科目を合格する必要があります。 

教員からの 

メッセージ 

生活援助論で取り組む日常生活における援助技術は、皆さんの身の回りの身近な生活とつながる

学びです。ご自分の生活体験とつなげながら学びを深めていってください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：endak@saniku.ac.jp 

オフィスアワーについては初回授業時にお知らせします。 
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生活行動援助論Ⅰ NR_FU103  
 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

オリエンテーション 

日常生活行動と

は 

［講義・グループワーク］ 
1． 日常生活行動とは 

2． 日常生活の援助とは何か。 

3． 看護者としての姿勢と態度を考える 

事前課題を読み、自分の生活と日常生活

援助を関連付けてレポートする。 
遠田 

2 

生きる、生活する 

日常生活をアセス

メントする 

1． 生きる、生命を維持する 
2． 生活する/生活をとらえる 
3． 日常生活をアセスメントする視点 

資料「何のための生活行動か」を読んでく

る。  テキスト p.64～81 を参照する。 
遠田 

3 
快適な環境をつく

る技術 

［講義・グループワーク］ 

1． 快適な環境とは 

2． 環境のアセスメント 
3． 環境に伴って起きる問題 

4． 環境を整える援助とその方法 

教科書①第 5章「快適な環境を作る技術」

を読み内容を把握しノートにまとめる。 

課題：吉田みつこ「看護倫理 見えている

ものが違うから起こること」をよみレポートす

る 

遠田 

玉那覇 

4 

5 
環境としての看護

職者 

効率的で安楽な

動きを作り出す技

術の基本 

［講義・グループワーク・演習］ 

・ボディメカニクスとは 

・ボディメカニクスを保つための 

姿勢と動作：循環動態への影響 

・看護への適用 

教科書①8 章「効率的で安楽な動きを作り

出す技術」を読み内容を把握しノートにま

とめる。 

遠田 

玉那覇 

6 ［演習］ボディメカニクスと体位変換 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

遠田 

玉那覇 

7 
快適な環境を作る

技術 
［演習］ベッドメーキング 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

遠田

他 

8 
活動と休息 

１）活動・運動を支

援する技術 

［講義・グループワーク］ 

1. 活動と休息 

2. 活動・運動の基礎知識 

3. 活動・運動のニーズをアセスメントする。 

4. 活動・運動の看護上の問題とニーズの
アセスメント 

5. 活動・運動を支援する援助 

教科書①10 章「「活動・運動を支援する技

術」を読み内容を把握しノートにまとめる。 

遠田 

玉那覇 

9 

10 
活動と休息に関わ

る技術① 

［演習］①安楽な姿勢 

②移動・移乗の技術 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

遠田他 

11 

12 
活動と休息 

２）休息・睡眠を 

促す技術 

［講義・グループワーク］ 

1． 睡眠・休息の基礎知識 

2． 睡眠・休息のニーズに関するアセスメ
ント 

3． 睡眠・休息の障害 

4． 睡眠・休息を促す援助の実際 

教科書①11章「休息・睡眠を促す技術」を

読み内容を把握しノートにまとめる。 

遠田 

玉那覇 

13 

14 
活動と休息に関わ

る技術② 
［演習］寝衣・シーツ交換の技術を学ぶ。 

寝衣・シーツ交換の手順書を作成し演習

に臨む。※準備・振り返り用紙あり。 

遠田

他 
15 

16 筆記テスト   遠田 
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科目名 

（科目コード） 

生活行動援助論Ⅱ 

NR_FU104R 

単位認定者 

（担当教員） 

◎遠田 きよみ  玉那覇文美 

安ケ平 伸枝  竹上 三恵 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

生活行動援助論Ⅰに引き続き、人間の基本的な生活行動を理解し、健康上の問題や障害を持つ人々の

日常生活行動における看護援助を行うために必要となる看護技術の基本的な知識と技術、態度を修得

することを目的とする。 

科目目標 

1. 生活行動を捉える視点をもち、日常生活に援助を必要とする対象者を理解する。 

2. 看護ケアを提供するための基礎となる援助技術とその根拠を学ぶ。 

3. 技術を提供する際の安全・安楽・自立を促す援助技術の基礎を修得する。 

4. 医療専門職者としての看護職者としての姿勢と態度を身に着ける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3．看護専門職者としての倫理的態度 

テキスト 
・ 志自岐康子・松尾ミヨ子他：ナーシンググラフィカ基礎看護学③基礎看護技術,メディカ出版. 

・ 藤本真記子・野崎真奈美・菊池由美他編：看護技術が見える① 基礎看護技術,メディックメディア, 2018. 

参考文献 

・ フロレンス ナイチンゲール/湯槇ます他訳：看護覚え書,現代社,2011.  

・ ヴァージニア・ヘンダーソン/湯槇ます・小玉香津子訳：看護の基本となるもの,日本看護協出版会,2006 

・ 吉田みつこ：看護倫理 見ているものが違うから起こること,医学書院,2013.      他 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

課題レポート・クイズ（15％）、ノート（15％）、筆記テスト（35％）、実技テスト（35％）により総合的に評価す

る。※ただし筆記テストと実技テストはそれぞれ 60％以上でなければ合格としない。 

各単元の予習と、既習知識（人体の構造と機能）の復習をすること、課題、技術の練習の積み重ねが実践

力の基盤を作ります。しっかりと取り組んでください。 

課題（試験やレポ

ート）に対するフ

ィードバックの

方法 

課題レポートにはコメントを付けて返却します。 

筆記試験は解答例を掲示し評価基準を明示します。 

実技テストでは患者役のピアレビューと教員のコメントにより成果をフィードバックします。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・ 授業では様々な方法で学修していきます。皆さんの主体的な参加を期待しています。学生間で学びの共

有をする機会や、主体的な取り組みによって思考する力を付けてください。 

・ 実技演習課題は事前に提示します。後期の期間は実習棟を開放していますので、実際に自分たちで事

前に取り組んでみることをお勧めします。技術の習得につながります。 

・ 基礎看護学実習Ⅱの履修のためには、本科目を合格する必要があります。 

教員からの 

メッセージ 

生活援助論で取り組む日常生活における援助技術は、皆さんの身の回りの身近な生活とつながる学びで

す。ご自分の生活体験とつなげながら学びを深めていってください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：endak@saniku.ac.jp 

オフィスアワーについては掲示にてお知らせします。 
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生活行動援助論Ⅱ NR_FU104R 
 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

1 

身体の清潔を援助す

る技術 

安楽かつ快適さを促

す援助 

［講義・グループワーク］ 

1. 清潔の意義 

2. 皮膚・粘膜の生理的メカニズム 

3. 清潔のニーズのアセスメント 

4. 清潔に関する看護問題 

5. 清潔の援助方法 

6. 安楽を確保するための基本的な援助

技術 

教科書①2 章「清潔を促す援助」を読みノ

ートにまとめる。 

テキスト 17 章「安楽かつ快適さを促す援

助」を読みノートにまとめる 

※課題レポート「洗髪」体験レポート 

遠田 

玉那覇 
2 

3 

4 

［演習］全身清拭の技術を学ぶ 

※手順書を作成する。 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

遠田他 

5 

6 

食事・栄養摂取を促

す技術 

［講義・グループワーク］ 

1. 食事と栄養に関する基礎知識 

2. 栄養状態のニーズのアセスメント 

3. 食事・栄養に関する障害と援助方法 

4. 食事・栄養摂取を促す援助方法 

教科書①13章を読みノートにまとめておく。  

※課題あり 
玉那覇 

7 

8 

9 
［演習］食事を促すための援助技術を学

ぶ 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

遠田他 

10 

排泄を促す技術 

 

［講義・グループワーク］ 

1. 排尿・排便の意義 

2. 排尿排便の生理的メカニズム 

3. 排尿・排便のニーズのアセスメント 

4. 排尿・排便に関わる障害 

5. 援助の実際 

教科書①14章を読みノートにまとめる。 

※課題あり 

遠田 

玉那覇 

 

11 

12 

13 
［演習１］オムツ交換・陰部洗浄の排泄の

援助技術を学ぶ。 

※手順書を作成する。 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

遠田他 

14 
［演習２］便器・尿器での排泄の援助技

術を学ぶ。 

※準備・振り返り用紙に学びたいことを記

入し、指定のテキストの箇所を読んでくる。 

終了後は振り返りを行う。 

※事前・事後課題レポートあり 

遠田他 

15 日常生活援助の統合 

［講義・グループワーク］ 

今までの学びを統合させ、事例の患者さ

んに適した援助技術を考える 

授業内で課題を提示する。 遠田他 

16 筆記テスト   遠田 

17 実技テスト   遠田他 
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科目名 

（科目コード） 

看護過程の基礎 

NR_FU105R 

単位認定者 

（担当教員） 

◎遠田きよみ 玉那覇文美 

安ケ平伸枝  山口道子 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

対象者の健康課題・健康問題を解決する為の思考プロセスである看護過程について理解する。   

基礎看護学ではロイ適応看護理論を用いた看護過程のプロセスを学習し、実践における科学的思

考法として活用につなげる。 

科目目標 

1. ロイ適応看護理論を活用した看護過程の展開方法を理解する。  

2. 看護過程の基本的な記録の方法がわかる。 

3. 看護過程を用いて、事例の患者の健康回復に向けた、療養上、および生活上の援助を行うこ

と、また問題解決のための方策を提案する看護の思考プロセスを身につける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3．看護専門者としての倫理的態度 

4．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

7．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト ①古橋洋子：はじめて学ぶ看護過程,医学書院,2018． 

②小田正枝編集；ロイ適応看護理論の理解と実践 第 2版，医学書院，2016．  

参考文献 

1） ヒーサーＡ・アンドリュース，シスターカリスタ・ロイ著；松木光子監訳：ザ・ロイ適応看護モデル 第 2 版，
医学書院，2010． 

2） ロザリンダ・アルファロールフィーヴァ著.本郷久美子監訳：基本から学ぶ看護過程と看護診断,第 7 版,
医学書院,2012. 

3） 志々岐康子他：ナーシンググラフィカ 基礎看護技術,メディカ出版,2020． 
4） 矢田顕子・奏美恵子編：基準看護計画第 3版、照林社，2016. 
5） NANDA-I監修：NANDA-Ｉ看護診断 分類と定義，2018-2020， 医学書院，2018． 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記テスト(60%)・課題（40%)：グループワーク、個別の課題への取組み状況や、参加状況で 

総合評価する。 

課題（試験やレポー

ト）に対するフィー

ドバックの方法 

課題に対し授業の進度に応じてフィードバックを行います。 

課題へのコメント、質問への対応、理解を深めるためのオフィスアワーを随時設けます。 

筆記テスト、事例展開で正答率の低い項目内容については説明指導を行います。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・1年次前期看護学概論で学修したロイ適応看護モデルを復習しておくこと。 

・「まとめる」と指示がある場合は、ノート（ルーズリーフでも可）にまとめておくこと。 

・各個人が既習知識を統合しながら主体的に学習に取り組むとともに、学生同士が協力して学びを

深めること。学習上の問題・分からない事はそのままにせず、調べる、尋ねるなど積極的に取り

組み、問題を解決してください。 

教員からの 

メッセージ 

・看護における健康課題・健康問題の解決思考である看護過程は看護実践の基盤基礎となるもの  で

す。専門用語も多くなります。各単元に入る前にテキストに基づいた予習ノートの作成を行うと

学修がスムーズです。自分の学修スタイルを作って取り組んでくださるのを期待しています。 

・看護過程の基礎で学んだ学修は、慢性看護論の事例展開を学ぶ基本となります。 

・基礎看護学実習Ⅱ履修のためには、本科目を合格する必要があります。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：endak@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは、最初の授業でお知らせします。 

mailto:endak@saniku.ac.jp
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看護過程の基礎 NR_FU105R 
 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修の課題 

（予習・復習のポイント） 
担当 
教員 

1 ・オリエンテーション 

・看護過程とは 

・科目の目的・目標・教育目標との関連の
理解 

・看護過程とは何か   ・事例の紹介 

テキスト①第 1 章を読みまとめる。 
【課題】：夏休みの課題（掲示予定） 

遠田 
玉那覇 
安ヶ平 
山口 

2 ・看護過程の頭づくり 

・「情報を収集する」とは 
・情報の統合 
・問題解決に向けた思考の流れ（クリティ

カルシンキングを身につける） 

【課題】 
・ テキスト①Ⅱ章を読んでくる。 
・ クリティカルシンキングはどのような

思考法か調べてくる。 

3 ・ロイ適応看護理論と

看護過程 

・ロイ看護適応理論と看護過程（講義） 
 〇ロイの 4 つの適応様式を理解する 
・行動のアセスメントを理解する 

【課題】 
・ テキスト①Ⅲ章を読んでくる。 
・ テキスト②第 3 章を読みロイ看護

理論の各用語定義をまとめる。 

4 

・ロイ適応看護理論を 

用いた看護過程で事例

を展開する（講義及び

グループワーク）。 

・行動のアセスメント 
 〇事例を展開しながら、行動のデータ 
  の仕分けする（グループワーク：GW） 

〇行動のデータをカテゴリー毎にアセ

スメントする（GW） 

【課題】テキスト②第 4 章の各様式

の概要をまとめる。 

5 

【課題】事例の疾患・治療・検査・

看護について調べてまとめる。 
【課題】各カテゴリーのクラスタリ

ングを行い、行動のデータの仕分け

を完成させる。 

6 ・刺激のアセスメントを理解する 
【課題】行動のアセスメントを完成

させ、刺激のアセスメントに取り組

む。 

7 
・刺激のアセスメントを理解する（GW） 

〇非効果的行動と判断されたカテゴリ

ーの刺激をアセスメントする。 

【課題】 
刺激のアセスメントを完成させる。 

8 

・ 全体像の把握-① 
〇関連図・全体像の記述について 
〇看護上の問題を記述する 
〇強みを把握する 

【課題】看護関連図を描いてくる。 

9 ・全体像の把握‐②（GW） 
〇全体像を把握しグループで共有する。 

【課題】看護関連図を完成させ、 
看護上の問題を記述する。 

10 

・ 問題の明確化（講義・GW） 
〇看護問題 〇優先順位の考え方 
〇看護診断と共同問題（潜在的合併症）

〇事例の問題を明確にする 

【課題】 
・ 事例の看護上の問題の優先順位を

考える。 

11 
・計画：目標・介入（実施） 

〇取り上げた看護問題に対し計画を立

案する（GW） 

・ 【課題】取り上げた看護問題に対

し目標、計画内容を記述する。 

12 ・評価を学ぶ 〇記録の方法 【予習】事例２の課題に取り組む 
13 

今までの学びに基づい

て事例②に取り組む 
事例２の展開を行う（GW もしくは個別） 

事例②の全体像まで終わらせる 
14 
15 事例②の計画まで終わらせる 

16 ・筆記テスト  
【課題】事例②についてグループで

取り組んだ内容を各自提出する 
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 科目名 

（科目コード） 

基礎看護学実習Ⅰ 

NR_FU106R 

単位認定者 

（担当教員） 

後藤 佳子 

ほか 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 45 授業回数 23 選択必修 必修 

科目目的 

1.看護の対象者や、看護が行われている多様な場を知り、看護の主要概念の理解を深める。 

2.実際に行われている看護を見たり、経験したことを考察することを通し看護とは何かを考える。 

3.看護職者以外のヘルスケア提供者と協力して働くことの大切さに気付く。 

4.看護職者としてふさわしいあり方について考え、行動する。 

科目目標 

1.看護の対象者を知る。 

 1）看護があらゆる健康レベルの人や集団を対象としていることを知る。 

 2）対象に４つの側面（生理的、心理的、社会的、霊的）があることを知る。 

2.看護の働きを知る。 

 1）看護の役割と機能の実際を理解する。 

 2）看護の対象の安全を守ることの重要性を理解する。 

 3）看護職者と他職種との協働の実際を理解する。 

3.看護の場を知る。 

 1）病院や福祉施設、学校などの看護職者が働く多様な場を知る。 

4.看護職者としてふさわしい態度・あり方を考え・行動できる。 

 1）人間の尊厳を尊重することが必要であることに気づき、看護者としてふさわしい態度について

考えることができる。 

 2）メンバーの一員として、カンファレンスや報告会で自己の役割を果たし、学びを共有できる。 

 3）実習生としてふさわしい身なりを整えることができる。    

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力  

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携共同できる能力 

テキスト 2019年度基礎看護学実習要項 基礎看護学実習Ⅰ 

参考文献 

志自岐康子他編：ナーシンググラフィカ 看護学概論，メディカ出版，2019． 

ナイチンゲール；湯槇 ます訳：看護覚え書き，現代社，2019． 

ヘンダーソン/湯槇ます・小玉香津子訳：看護の基本となるもの,日本看護協会出版会,2019. 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

実習での取り組み、レポート内容、カンファレンス参加状況、報告会の発表内容などにより総合的

に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

実習課題は、個別指導により繰り返しフィードバックを行ないます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

臨地での欠席は原則として認めない。       

教員からの 

メッセージ 

はじめての臨地実習です。新鮮な目でいろいろなものを観察し、見たものを深く考え、意味を追求

する力を養ってください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：ygoto@saniku.ac.jp 

オフィスアワー：火曜日。あらかじめメールでお知らせください。 

mailto:ygoto@saniku.ac.jp
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基礎看護学実習Ⅰ NR_FU106R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

  

 

１）実習方法  

 病院での実習： 

①１日目は１名の看護師に１～２名

の学生が同行し看護業務を学ぶ 

病棟内で行われている保健医療チー

ムの働きを観察する 

②２日目は多床室の患者に１～２名

の学生で患者を訪問する。 

病院見学を通して保健医療チームの

働きを観察する。 

 

 

２）グループカンファレンスで実習を

振り返り、体験を共有し、学びを深め

る 

 

３）実習記録をまとめ、学びを振り返る 

 

４）最終日に報告会を開催し、グループ

間での学びを共有する。 

１．実習オリエンテーションの前に

2020 年度基礎看護学実習要項の基

礎看護学実習Ⅰを読み、理解してお

く。 

 

２．実習前にオリエンテーションを

受け、実習についての理解を深めて

実習に臨む。 

 オリエンテーションの日時等は 

 事前に掲示板に掲示する。 

  

 

 

後藤 
他 
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科目名 

（科目コード） 

地域看護学概論 

NR_CO100R 

単位認定者 

（担当教員） 
浦橋 久美子 

単位数 2 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  保健師としての経験 

科目目的 

地域看護の必要性を認識し、地域看護学の基本理念を理解する。そして、地域で暮らす人々の  

健康がさまざまな要因の影響を受けていることを理解し、健康を支えるための地域における看護活 

動のありかたについて深める。 

科目目標 

1.地域看護とは何か理解する。 

2.地域看護が必要とされる背景について理解する。 

3.地域看護を促進する基本理念について理解する。 

4.人々の健康に影響を与える要因について理解する。 

5.地域看護の対象や活動の場と特性を理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 看護師のための地域看護学，PILAR PRESS 

参考文献 

・標準保健師講座 1 公衆衛生看護学概論，医学書院 

・2025年に向けた看護の挑戦 看護の将来ビジョン～いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護～，

公益社団法人日本看護協会 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験 70％、課題レポートと授業参加度（30％）で評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

最終授業でまとめのフィードバックを行う。 
レポートについてのコメントを全体にします。 
試験後、オフィスアワーなどを活用して解答の解説を行います。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・授業には疑問を持ちながら臨み、その疑問について解決していく姿勢をもちましょう。 

・地域看護や人々の健康には、社会情勢などが深く関わっています。教科書だけでなく、新聞 

などから社会の動向に関心を向けましょう 

教員からの 

メッセージ 

健康をさまざまな側面から捉え深めることのできる科目です。学生本人がおかれている環境 

と健康を関連づけ、健康を支えるための看護について考えていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

浦橋久美子：urahashik@saniku.ac.jp 

メールで事前予約をお願いします。 

mailto:urahashi@saniku.ac.jp
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地域看護学概論 NR_CO100R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 地域看護の概念 
1. 地域看護とは 
2. 地域看護の対象 
3. 地域看護が必要とされる背景 
4. 看護職がおこなう地域看護 

・教科書第 1 部第 1 章を予習す
る。 浦橋 

2 地域看護活動を促す理念 
1. 地域住民の人権の尊重と権利 
2. ノーマライゼーション 
3. プライマリヘルスケア 
4. ヘルスプロモーション 

教科書の第 1 部第 5 章 A を予習
する。 浦橋 

3 

環境と健康 

1.健康に影響をあたえる要因  
2.社会情勢の変化と健康  
3.自然環境と健康 
4.社会環境と健康 
5.ソーシャルキャピタルと健康 

教科書の第１部第 3 章を予習す
る。 

浦橋 
 4 

5 

6 

地域住民の生活と健康 
1. 日常生活と健康 
2. 家族と健康 
3. 生活の場へ出向く時の配慮事項と実
践 

教科書の第 1 部第 5 章 C を予習
する。 
 

浦橋 
 7 

8 

9 地域看護の歴史 時代背景と地域看護の変遷 教科書の第 1 部第２章を予習す
る。 浦橋 

10 

地域看護活動の場と 
特性 

1. 行政機関における地域看護活動 
2. 病院・在宅における地域看護活動 
3. 学校における地域看護活動 
4. 産業における地域看護活動 
 

教科書の第２部を予習する。 浦橋 
11 

12 

13 

14 地域看護活動の実際 
 事例から学ぶ地域看護のありかた 

・これまでの授業内容を振り返
り、自分の考えを整理してお
く。 

浦橋 

15 まとめ .ディスカッション 
「看護職に求められる地域看護とは」 

・これまでの授業内容を振り返
り、自分の考えを整理してお
く。 

浦橋 

16 筆記試験  
   

 



132 
 

科目名 

（科目コード） 

地域看護学実習 

NR_CO101R 

単位認定者 

（担当教員） 

◎浦橋 久美子・緑川 喜久代 

佐藤壽子・芝﨑江美子 他 

単位数 1 開講学年 1 開講時期 前期 

時間数 45 授業回数 23 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  保健師としての経験 

科目目的 

地域住民が生活している場へ出向き、健康と生活の関連を理解するとともに、住民同士が支え合

いながら生活していることを理解する。さらに、看護は人々の健康を支え合う活動を創造すること

の重要性を理解する。 

科目目標 

1.人々が暮らしている地域の特性を把握する。 

2.地域住民の生活を把握する。 

3.地域住民の健康状態を把握する 

4.地域住民の健康にはさまざまな要因が影響していることを理解する。  

5.住み慣れた地域でその人らしく暮らしていけることができる地域のあり方について考えることが 

できる。 

6.看護学生として、住民および関係機関・関係者に真摯な態度で向き合い、積極的・主体的に行動 

することができる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

6.自己の健康を管理する能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 看護師のための地域看護学，PILAR PRESS 

参考文献 地域看護学概論の授業で紹介された文献と資料 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

実習での取り組み、実習記録・提出レポートの内容、カンファレンスの発言内容や参加状況等 

により総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

実習カンファレンスやグループワーク時にコメントをし、フィードバックする。 

記録にコメントを入れ、フィードバックする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

実習中の欠席は原則として認めない。 

地域看護学概論と関連させて学修を深めましょう。 

教員からの 

メッセージ 
看護の対象である地域住民との信頼関係の構築のため、看護職としての姿勢を身につけましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

浦橋久美子：urahashi@saniku.ac.jp 

緑川喜久代: midorikawak@saniku.ac.jp 

メールで事前予約をお願いします。 

mailto:urahashi@saniku.ac.jp
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地域看護学実習 NR_CO101R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

 
地域住民の健康と 

地域看護 

1.地区の特性把握 

 訪問対象が住んでいる地区の特性を

把握し、自然環境や物理的環境など健康

にどのような影響を与えているか把握

する。 

 

2.訪問 

対象の生活の場に出向いて、本人や家族

の健康にかかわる生活実態や意識、地域

との関わりについて把握する。 

 

3.住民が生活を継続できる地域 

地区特性や対象の生活状況から、その地

域で生活できる要因を抽出するととも

に、住民の健康保持・増進のための地域

のあり方と看護の関わりについて考え

る。 

1.既存の資料の読み取り 

地域看護学概論の授業資料を参

考に地区に関する健康状態、健康に

影響する社会的条件などをまとめ

る。 

 

2.訪問の準備  

 家庭訪問時のインタビュー内容

や観察のポイントを具体的に考え

る。 

浦橋 
・ 
緑川 
・ 
佐藤 
・ 

芝﨑他 
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科目名 

（科目コード） 

地域交流実習 

NR_CO102E 

単位認定者 

（担当教員） 

◎浦橋久美子 

緑川喜久代 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 45 授業回数 23 選択必修 選択 

科目担当教員の実務経験  保健師としての経験 

科目目的 

地域で暮らしている人々には多様な暮らしぶりがあることを把握するとともに、その生活は対

象の価値観に影響を受けることを理解する。 

実習を通して、看護職者として生活者の尊厳と主体性を尊重できる能力を育む。 

科目目標 
１．地域住民には多様な暮らしぶりがあることを理解する。 
２．対象の生活が、生活習慣や環境そして対象の価値観に影響されることを理解する。 
３．対象を生活者として捉え、人間としての尊厳や生きていくことに対する主体性を尊重する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

３. 看護専門職者としての倫理的態度 

６．自己の健康を管理する能力 

７．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 教員の配布した資料 

参考文献 必要時に紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

実習での取り組み、実習記録・提出レポートの内容、カンファレンスの発言内容や参加状況等 

により総合的に評価する。 

課題（試験やレポ

ート等）に対する

フィードバックの

方法 

実習カンファレンスやグループワーク時にコメントをする。実習記録にコメントを入れ、フィード

バックする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

実習の対象は、地域住民であり、学生の人生の先輩です。実習では、住民へのリスペクトする姿勢

が求められます。そのため、実習には真摯に取り組むと同時に学生らしく積極性と主体性を忘れずに 

取り組むことを期待します。 

教員からの 

メッセージ 
将来、保健師課程の選択を希望する学生は履修することが望ましい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

浦橋久美子：urahashi@saniku.ac.jp 

緑川喜久代: midorikawak@saniku.ac.jp 

メールで事前予約をお願いします。 

mailto:urahashi@saniku.ac.jp
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地域交流実習 NR_CO102E 

 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

1 年次 

後期 

 

１．実習内容 

１） 大学周辺の市町村に居住している住民を訪問し、対

象の生活状況を把握するとともに、対象が生きてき

た中で大事にしていることやうれしかったことなど

についてインタビューをする。 

２） インタビュー内容をまとめる。 

３） まとめたのを冊子にする。 

 

２．実習時期 

 対象と学生が日程調整をし、訪問日を決定する。安息日以

外の休日に設定することを認める。 

 実習は半日単位で行なわれ、２～３回の訪問を原則とする。 

 

３．経費 

 実習地までの交通費などは自己負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域看護学概論で学習した内

容を復習する。 

２．事前に配布した資料を熟読す

る。 

 

浦橋 

・ 

緑川 
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科目名 

（科目コード） 

成人の特徴と生活と健康 

NR_AA100R 

単位認定者 

（担当教員） 

◎ 今野 玲子 

      近藤 かおり 

単位数 １ 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 １５ 授業回数 ８ 選択必修 必修 

科目目的 
成人看護学の概論的位置づけとして、成人各期の特徴と発達課題、成人を取り巻く社会環境と 
生活、成人の健康の動向と保健・医療・福祉政策、および成人を看護する際の基本的なアプロー 
チを学ぶ。 

科目目標 

１．成人期にある個人と家族の発達課題が説明できる。 
２．成人期における身体的・心理的・社会的特徴について説明できる。 
３．成人期の加齢に伴う身体的・心理的・社会的変化を説明できる。 
４．成人を取り巻く社会環境と生活、ライフスタイルと健康の関係がわかる。 
５．保健統計からみた成人の健康の動向と成人各期に特徴的な健康問題、それに関わる保健・ 

医療・福祉政策の概要が説明できる。 
６．健康障害をもつ成人にかかわる際の基本的な視点が説明できる。 
７．成人期の健康の段階に応じた看護実践の概要が説明できる。 
８．成人期にある人々の療養の場と、地域・在宅への継続看護の必要性がわかる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

２．科学的根拠に基づいて、全人的看護（ホリスティック・ナーシング）を実践する能力 
３．看護専門職者としての倫理的態度 
４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

テキスト 
「新体系 看護学全書 専門分野Ⅱ成人看護学 成人看護学概論・成人保健」（メヂカルフレンド社） 
「国民衛生の動向」「図説 国民衛生の動向」 

参考文献 必要時紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記テスト    ７５％ 
グループワーク  １０％ 
レポート     １０％ 
授業への取り組み  ５％ 

課題（試験やレポー

ト）に対するフィー

ドバックの方法 

グループワークの発表に関しては、その場でコメントを伝えます。 
レポートに関しては、評価とコメントを付記して返却します。 
試験問題は返却しませんが、採点後に閲覧可能な時間を設けます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

既習の関連科目「看護学概論」で学んだ知識を活用するので復習して臨むこと。予習として、 

自己学修の教科書の読書範囲は授業前に必ず読んでから授業に参加すること。 

教員からの 

メッセージ 

いよいよ領域別看護の入り口に立ったみなさん、人のライフサイクルの中で一番長い、また社会

的にも大きな責任を背負っている年代を対象に学んでいきます。また成人看護学は基礎的な学び

から専門的な学びまで、広く深い学問分野です。積極的な学びの姿勢で授業に参加してくださ

い。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：今野玲子 rkonno@saniku.ac.jp 

近藤かおり kondokao@saniku.ac.jp 

   件名に必ず「看護学科○年 氏名（フルネーム）」を記入してください。 
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成人の特徴と生活と健康 NR_AA100R 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 
担当

教員 

１ 

１．成人とは 

２．成人の成長・ 
発達と特徴 

３．成人を取り巻く 
社会環境と生活 

Ⅰ 人の一生における「成人」の位置 

Ⅱ 成長・発達過程からみた成人の特徴 

Ⅲ 成人各期に特徴的な健康問題 

Ⅳ 社会のなかで生活を営むということ 

Ⅴ 家族との関係・役割 

Ⅵ 多様なライフスタイル 

講義・グループワーク 

【予習】 
①「成人看護学概論」第１章を 
読む 

②「成人看護学概論」第２章の

内容を概観する 
③「成人看護学概論」第３章Ⅱを

読む 

【復習】 
成人看護学の対象の区分と 
各期の特徴、発達課題を整理し 
ておく 
わからない語句は調べておく 

今野 

２  前回の続き 前回の学習についてグループの発表 グループワーク発表の準備 今野 

３ 

４．成人の健康の 
動向、保健・医

療・福祉政策と

課題 

Ⅰ 保健統計からみた成人の健康の動向 

Ⅱ 成人を対象とした保健・医療・福祉政策 

講義・グループワーク 

【予習】 
「成人看護学概論」第３章Ⅰ・

Ⅲ、「国民衛生の動向」第 3 編 1
章、第 3 章、第 4 章を読む 

【復習】 
わからない語句は調べておく 

今野 

４ 前回の続き 前回の学習についてグループの発表 グループワーク発表の準備 今野 

５ 

５．健康障害をも

つ成人にかか

わる際の基本

的な視点 

Ⅰ成人期にある人が健康障害をもつことの意味  

Ⅱ 健康生活を支える人間関係の構築 

Ⅲ 患者・家族の意思決定を支える 

Ⅳ 健康の危機状況への適応 

Ⅴ健康行動への行動変容：成人に対する健康学習支援 

「成人看護学概論」第４章を読む 

わからない語句は調べておく 
近藤 

６ 
 
７ 

６．成人の健康状

態に応じた看

護 

Ⅰ 健康の保持・増進のための支援 

Ⅱ 急性期：健康の危機状況への支援 

Ⅲ 慢性期：健康生活の継続への支援 

Ⅳ リハビリテーション期：生活の再構築への支援 

Ⅴ  終末期：人生の最期を迎える人と家族への支援 

Ⅵ がん治療を必要とする成人への看護 

「成人看護学概論」第５章を読む 

わからない語句は調べておく 
近藤 

８ ７．地域・在宅への

継続医療と看護 

Ⅰ 成人期にある人々の療養の場 

Ⅱ 成人期にある患者への退院支援と退院後の看護 

Ⅲ 専門職間の連携と協働 

「成人看護学概論」第６章を読む 

わからない語句は調べておく 
近藤 

９  まとめ   
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科目名 

（科目コード） 

高齢者の特徴と生活と健康 

NR_AA101R 

単位認定者 

（担当教員） 
市川 光代 

単位数 1 開講学年 １ 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 

 

加齢に伴う身体的・心理的・社会的・霊的特徴を踏まえ、高齢者の生活と健康について理解する。 

人口の高齢化に伴う高齢者の健康課題と国の高齢者保健・医療・福祉対策について総合的に学ぶ。 

さらに、高齢者の人権を守り高齢者の生活の質（QOL）確保のために求められる生涯発達の視点と

老年看護の機能と役割を学ぶ。人口の高齢化と家族形態の変化を踏まえ、高齢者介護と家族の問

題・支援について学ぶ。 

科目目標 

１．老年期を生きることの意味について“老いとは”を理解する。 

  ２．高齢者を身体的、精神的、社会的、霊的側面から理解する。 

  ３．高齢社会への対応を保健、医療、福祉に関する政策と家族の変化から理解する。 

４．高齢者がその人らしく生きるとはどういうことか、高齢者看護の視点から理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

  ２．看護専門職者としての倫理的態度 

３．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力 

テキスト 
老年看護学 概論と看護の実践  

      奥野茂代・大西和子編集   ヌーヴェル・ヒロカワ 

参考文献 

１．老年看護学概論 「老いを生きる」を支えることとは  

 正木治恵・真田弘美編集   南江堂 

２．国民衛生の動向 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１．ミニテスト結果 40％、総合テスト結果 50％                                     

                                  

２．課題学習やレポートの内容から 10％ 

課題（試験やレポ

ート）に対するフ

ィードバックの方

法 

 授業の翌週にミニテストを実施し、採点したテスト用紙を返した時、クラス全体で解答・解説 

しあいながら復習し理解を深める。レポートについては、グループワークでそれぞれの考え方を 

共有する。また、個々の思いや学びを確認し、助言や評価を紙面または口頭で伝える。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 授業時は毎回、テキストを持参する。 

予習、復習をする。 

教員からの 

メッセージ 
学生と教員が相互に尊重しあい、楽しみながら主体的に学ぶ授業にしていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 市川光代  メールアドレス ichikawa@saniku.ac.jp 
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高齢者の特徴と生活と健康 NR_AA101R 

学修テーマと内容 

授業

回数 
テーマ 学修内容・学修方法 

自己学修 

（授業までの予習 

ポイント） 

担当

教員 

１ 
１．高齢者を取り巻く社会 

２．老年看護の概念 

３．高齢者の QOLと老年看

護 

１．我が国の高齢化現象の特徴を理解できる 

２．高齢化に伴う課題について理解できる 

３．老年看護の概念について理解できる 

４．高齢者の QOLを考えた看護展開を理解できる 

１．高齢化現象とはど

ういうことか、新聞

やネットを活用し

考える 

市川 

２ 

 
３ 

 

１．老化とは 

２．高齢者の健康 

３．高齢者の身体的・生理

的側面・心理・精神・ス

ピリチュアル的側面 

４．発達段階的側面 

５．長寿を生きる生活と 

社会的（環境的）側面 

１．平均寿命と健康寿命、健康指標を理解できる 

２．身体的・生理的な老化の意味と、心理・精神・ス

ピリチュアル的側面としての個別性について理

解できる 

３．主な器官の老化による構造的、機能的変化につ

いて理解できる 

４．高齢者の発達段階的側面において加齢変化と適

応について理解できる 

５．老化に伴う社会的側面の変化と高齢者の生き方

について考察できる 

１．人体の構造と機 

能を復習しておく 

２．身体機能の低下と

は、生理学的にどの

ようになっていく

のか考える 

２．「各自、どのような

高齢者になりたい

か」レポート提出 

市川 
４ 

５ 

１．日本の老人保健・福祉 

対の変遷 

２．高齢者のための保健・ 

福祉活動の現状と課題 

１．我が国の老人保健・福祉政策の変遷と介護保険

制度を理解できる 

２．現在の高齢社会対策の現状と課題を理解できる 

３．地域包括ケアシステムと認知症高齢者施策を理

解できる 

 

下記について予習を

する 

１．高齢化の状況 

２．高齢者を取り巻く

環境 

３．高齢者の健康と福  

 祉 

４．高齢者の生活環境 

 

 

参考資料 

１．内閣府ホーム 

ページ 

２．高齢社会白書 

３．厚生省ホーム 

ページ 

４．国民生活基礎調

査 

 

 

◎8 コマ中、5 回復習

を兼ねてミニテス

トを実施 

 
６ 

 
１．高齢者を取り巻く家 

族形態の変化  

２．高齢者を介護する家 

 族への支援と家族によ

る高齢者虐待  

３．看護実践の基盤とな 

る倫理的概念 

４．老年看護学領域で遭遇 

する倫理的課題と対応 

１．高齢社会における家族形態について理解できる 

２．高齢者を介護する家族の状況と家族への支援を

理解できる 

３．家族による高齢者虐待の問題について理解でき

る。 

４．看護における倫理的意思決定を行う際の基盤と

なる 4 つの概念を理解できる 

５．高齢者の尊厳を守る看護支援における倫理原則

と倫理的課題について理解できる 

６．高齢者の意思決定支援のための支援を考えるこ

とができる 

市川 
 ７ 

 ８ 

 ９ まとめ 期末テスト（筆記試験）  
市川 

 


