解剖生理学Ⅰ

29看1_01解剖生理Ⅰ.xlsx
看護学科

１年

科目名： 解剖生理学Ⅰ
単

担当教員 氏名：： 村井 嘉寛

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

人体の構造と機能を学ぶ。（人体の発生と成り立ち；細胞の構造と機能、発生、生体の恒常性、 細胞、循環器、呼吸器、消化器、
循環器系、呼吸器系、消化器系、骨格系、筋系について学ぶ）
骨、筋肉
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ５． ６． ９

Ａ 知識・理解力

看護に活用される理論、技術を身につけるために、人体の構造や機能を理解する

Ｂ 専門的技術

専門的看護技術を修得するために、人体の構造や機能を理解する

Ｃ 論理的思考力

人体の構造や機能を理解し、看護の理論や技術を論理的に説明できる能力を養う

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

医療チームの一員であることを認識し、看護師の役割を理解する

人体の構造や機能を知ることにより、人間の尊厳を理解し、医療に携わる者としての倫理観を身
につける
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする

Ｇ 倫理観

テスト： ９０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：その他10％は受講態度による。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：適宜小テストを行い、最終回の講義時間に試験する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：適宜小テストを行い、採点し返却する。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①細胞の構造と機能を理解する。

【事前】教科書（細胞と組織）を読む。
【事後】トレーニングノート（細胞と組織）

②体や臓器を守るしくみを理解する。

【事前】教科書（皮膚と膜）を読む。
【事後】トレーニングノート（皮膚と膜）

③血液の成分や機能を理解する。

【事前】教科書（血液）を読む。
【事後】トレーニングノート（血液）

④循環器系の血液を送るしくみを理解する。（心臓の構造と機能）

【事前】教科書（循環器系；心臓の構造）を読む。
【事後】トレーニングノート（循環器系；心臓の構造）

⑤循環器系の血液を送るしくみを理解する。（血管、リンパ系について）

【事前】教科書（循環器系；血管、リンパ管）を読む。
【事後】トレーニングノート（循環器系；血管、リンパ管）

⑥呼吸器系の酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するしくみを理解する。（１）(呼吸器系の構造と機能）

【事前】教科書（呼吸器系；呼吸器系の構造）を読む。
【事後】トレーニングノート（呼吸器系；呼吸器系の構造）

⑦呼吸器系の酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するしくみを理解する。（２）（呼吸のプロセスと調節）

【事前】教科書（呼吸器系；呼吸のプロセス）を読む。
【事後】トレーニングノート（呼吸器系；呼吸のプロセス）

⑧消化器系の食物を摂取して消化、吸収、排泄するしくみを理解する。（１）（食欲、咀嚼）

【事前】教科書（消化器系；食欲、咀嚼）を読む。
【事後】トレーニングノート（消化器系；食欲、咀嚼）

⑨消化器系の食物を摂取して消化、吸収、排泄するしくみを理解する。（２）（嚥下、消化）

【事前】教科書（消化器系；嚥下、消化）を読む。
【事後】トレーニングノート（消化器系；嚥下、消化）

⑩消化器系の食物を摂取して消化、吸収、排泄するしくみを理解する。（３）（吸収、排泄）

【事前】教科書（消化器系；吸収、排泄）を読む。
【事後】トレーニングノート（消化器系；吸収、排泄）

⑪泌尿器系の尿をつくるしくみを理解する。（１）（腎臓、尿管）

【事前】教科書（泌尿器系；腎臓、尿管）を読む。
【事後】トレーニングノート（泌尿器系；腎臓、尿管）

⑫泌尿器系の尿をつくるしくみを理解する。（２）（膀胱、尿道、排尿の生理）

【事前】教科書（泌尿器系；膀胱、尿道、排尿）を読む。
【事後】トレーニングノート（泌尿器系；膀胱、尿道、排尿）

⑬内分泌系の内部環境を整えるしくみを理解する。（視床下部、下垂体、甲状腺）

【事前】教科書（内分泌系；視床下部、下垂体）を読む。
【事後】トレーニングノート（内分泌系；視床下部）

⑭内分泌系の内部環境を整えるしくみを理解する。（上皮小体、膵臓、副腎、性腺）

【事前】教科書（内分泌系；上皮小体、膵臓）を読む。
【事後】トレーニングノート（内分泌系；上皮小体、膵臓）

⑮まとめと試験

【事前】解剖生理学Ⅰ全体の復習をする。

使用テキスト：
解剖生理学（メディカ出版）
解剖トレーニングノート（医学教育出版社）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
解剖生理学は、全ての看護科目の基礎となります。しっかり勉強してください。

その他参考文献など：
VOD(ﾋﾞﾃﾞｵ ｵﾝ ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ)教育システム『VISUALEARN(ビ
ジュラン)』、図書館の解剖生理学関連図書

解剖生理学Ⅱ

29看1_02解剖生理Ⅱ.xlsx
看護学科

１ 年

科目名： 解剖生理学Ⅱ
単

担当教員 氏名： 村井 嘉寛

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

演習

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

人体の構造と機能を学ぶ。（臓器の構造と働き；神経系、泌尿器系、内分泌系、生殖器系、
神経、泌尿器、内分泌、生殖、感覚、免疫
感覚系、免疫系について学ぶ）
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

１． ２． ５． ６． ９

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

看護に活用される理論、技術を身につけるために、人体の構造や機能を理解する

Ｂ 専門的技術

専門的看護技術を修得するために、人体の構造や機能を理解する

Ｃ 論理的思考力

人体の構造や機能を理解し、看護の理論や技術を論理的に説明できる能力を養う

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

医療チームの一員であることを認識し、看護師の役割を理解する

人体の構造や機能を知ることにより、人間の尊厳を理解し、医療に携わる者としての倫理観を身
につける
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｇ 倫理観

テスト： ９０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：その他10％は授業の出席状況と受講態度による。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：適宜小テストを行い、採点し返却する。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①生殖器系の子孫を残すしくみを理解する。（女性）

【事前】教科書（生殖器系；女性）を読む。
【事後】トレーニングノート（生殖器系；女性）

②生殖器系の子孫を残すしくみを理解する。（男性）

【事前】教科書（生殖器系；男性）を読む。
【事後】トレーニングノート（生殖器系；男性）

③骨格系の体を支えるしくみを理解する。（１）（頭蓋、体幹）

【事前】教科書（骨格系；頭蓋、体幹）を読む。
【事後】トレーニングノート（骨格系；頭蓋、体幹）

④骨格系の体を支えるしくみを理解する。（２）（体肢、関節）

【事前】教科書（骨格系；体肢、関節）を読む。
【事後】トレーニングノート（骨格系；体肢、関節）

⑤筋系の体を動かすしくみを理解する。（１）（筋の種類と機能）

【事前】教科書（筋系；筋の種類と機能）を読む。
【事後】トレーニングノート（筋系；筋の種類と機能）

⑥筋系の体を動かすしくみを理解する。（２）(骨格筋の解剖生理）

【事前】教科書（筋系；骨格筋の解剖生理）を読む。
【事後】トレーニングノート（筋系；骨格筋）

⑦神経系の情報を収集し、判断して伝達するしくみを理解する。（１）（神経組織の構造と機 【事前】教科書（神経系；神経組織の構造と機能）を読
む。
能）
【事後】トレーニングノート（神経系；神経組織の構造）
⑧神経系の情報を収集し、判断して伝達するしくみを理解する。（２）（中枢神経）

【事前】教科書（神経系；中枢神経）を読む。
【事後】トレーニングノート（神経系；中枢神経）

⑨神経系の情報を収集し、判断して伝達するしくみを理解する。（３）（末梢神経）

【事前】教科書（神経系；末梢神経）を読む。
【事後】トレーニングノート（神経系；末梢神経）

⑩神経系の情報を収集し、判断して伝達するしくみを理解する。（４）（生体のリズム）

⑬免疫系の異物を認識し排除するしくみを理解する。（１）（自然免疫機構）

【事前】教科書（神経系；生体のリズム）を読む。
【事後】トレーニングノート（神経系；生体のリズム）
【事前】教科書（感覚系；視覚、聴覚、平衡感覚）を読
む。
【事後】トレーニングノート（感覚系；視覚、聴覚、平衡
感覚）
【事前】教科書（感覚系；嗅覚、味覚、体性感覚）を読
む。
【事後】トレーニングノート（感覚系；嗅覚、味覚、体性
感覚）
【事前】教科書（免疫系；自然免疫機構）を読む。
【事後】トレーニングノート（免疫系；自然免疫機構）

⑭免疫系の異物を認識し排除するしくみを理解する。（２）（獲得免疫機構）

【事前】教科書（免疫系；獲得免疫機構）を読む。
【事後】トレーニングノート（免疫系；獲得免疫機構）

⑮まとめと試験

【事前】解剖生理学ＩＩ全体の復習をする。

⑪感覚系の外部から情報を取り入れるしくみを理解する。（１）（視覚、聴覚、平衡感覚）

⑫感覚系の外部から情報を取り入れるしくみを理解する。（２）（嗅覚、味覚、体性感覚）

使用テキスト：
解剖生理学（メディカ出版）
解剖トレーニングノート（医学教育出版社）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
解剖生理学は、全ての看護科目の基礎となります。しっかり勉強してください。

その他参考文献など：
VOD(ﾋﾞﾃﾞｵ ｵﾝ ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ)教育システム『VISUALEARN(ビ
ジュラン)』、図書館の解剖生理学関連図書

免疫と感染

29看1_03免疫と感染.xlsx
看護学科

１年

科目名： 免疫と感染

担当教員 氏名： 吉井 美穂

位 開講時期（年次・期）

単
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

キーワード

授業科目の学習教育目標の概要：

感染症
宿主となるヒトと病原体双方の性質と両者の相互関係を理解するために必 免疫・生体防御機構
要な基本的知識と方法原理を学ぶ
病原体・細菌・ウイルス
寄生虫
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ６． ７． ８．

1.感染症の診断・治療・予防法、臨床的特徴を理解する。
2.種々病原体の特徴・性状と関連疾患を理解する。
3.看護/医療器具、看護環境の感染管理法（滅菌、消毒法）を理解する。
4.生体防御機構を理解する。

Ａ 知識・理解力
Ｃ 論理的思考力

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする

テスト： ８０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ２０ ％

特記事項：
上記の「その他20％」は授業への参加姿勢や努力を評価する
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 8回目の授業でテストを実施する
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：最後に確認のための試験を行い、採点し返却する。
授 業 計 画
①ヒトと感染症の歴史
②感染のしくみ
③免疫と生体防御機構
④感染症予防の考え方と技術
⑤細菌の性状と主な病原細菌と疾患
⑥ウイルスの性状と主な病原ウイルスと疾患
⑦真菌感染症、寄生虫感染及び衛生動物

事前・事後の学習課題
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習
【事前】教材の予習
【事後】学習内容の復習

⑧まとめ
使用テキスト：
その他参考文献など：
藤本秀士編：「わかる！身につく！病原体・感染・免疫」 南山堂 「ビジュアル微生物学」ヌーヴェルヒロカワ

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
感染症予防対策は、全ての行為の基本になります。基本的知識をしっかり身につけて、よりよい看護を目指し
て下さい。

代謝と栄養

29看1_04代謝と栄養 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 代謝と栄養
単

担当教員 氏名： 村井嘉寛、越野庸介

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

キーワード

授業科目の学習教育目標の概要：

生体を構成する物質の性質、機能や代謝など生命を維持するための基礎と共に、食物が
どのように消化・吸収されて生体で利用されているかについて学ぶ。さらに、正常な物質代 生化学 消化吸収
謝が乱れると病気になること、そして、病気になった場合の病態解明と検査・治療法などと 栄養 物質代謝
の関連性について学ぶ。また、実際の生活に知識を適用する基礎としての栄養と臨床栄養 食育 健康づくり
について学ぶ。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

Ａ 知識・理解力

Ｃ 論理的思考力

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ６． ７．

①生体を構成する物質がどのような化合物から成り立っていて、どのような性質や機能を
有するか理解する。
②三大栄養素がどのように消化・吸収されて生体に役立っているか理解する。
③どのような物質代謝の乱れが病気の原因になるかを学び、その病気の原因と検査・治
療法との関連性について理解する。
④健康づくりと各栄養素とのかかわり（消化・吸収・代謝）療養生活時の食事とのかかわり
を理解する。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
（村井）
テスト： ９０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ２０ ％

（越野）
テスト：

％

レポート： ８０ ％

特記事項：
その他１０％は授業の出席状況と受講態度による。（村井）
その他２０％は授業への参加姿勢を評価する。（越野）
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・実技試験・発表等の実施時期：
４回の講義を終了してから、テストを実施する。（村井） ４回の授業終了後レポート提出とする。（越野）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
テストを採点し返却する。（村井） レポートにコメントを記載して返却する。（越野）
授 業 計 画
事前・事後の学習課題
【村井】
①代謝とは何か？糖質の種類、消化・吸収、グルコースの分解、グリコーゲンの代謝など 【事前】教科書（糖質の代謝）を読む
【事後】①の復習
について講義する。
②脂質の種類、消化・吸収、脂肪酸の分解(酸化)と生合成、ケトン体の生成と代謝などに 【事前】教科書（脂質の代謝）を読む
【事後】②の復習
ついて講義する。
③タンパク質・アミノ酸の役割、タンパク質の消化・吸収、アミノ酸の代謝（尿素サイクル）に 【事前】教科書（たんぱく質の代謝）を読む
【事後】③の復習
ついて講義する。
④三大栄養素の代謝がどのように関連しているか、また、その代謝の乱れがどのような病 【事前】教科書（代謝と疾患など）を読む
【事後】④の復習
気を引き起こすかについて講義する。
【越野】
⑤日本人の食事摂取基準
【事前】教科書（食事摂取基準）を読む
・推定平均必要量、推奨量、目安量、耐容上限量、目標量について
⑥疾患別食事療法 消化器系疾患について

【事前】教科書（疾患別食事療法）を読む

⑦疾患別食事療法 内分泌・代謝疾患、循環器系疾患、腎疾患について

【事前】教科書（疾患別食事療法）を読む

⑧疾患別食事療法 摂食嚥下障害について

【事前】教科書（疾患別食事療法）を読む

使用テキスト：
臨床生化学（ナーシング・グラフィカ）MCメディカ出版
臨床栄養学（ナーシング・グラフィカ）MCメディカ出版

その他参考文献など：
糖尿病食事療法のための食品交換表
文光堂 2002

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
三大栄養素がどのような代謝を受けて、私達の健康に役立っているかを学び、その代謝がどのような時に崩れ、どのような病気に
つながっているかを理解する。(村井）
臨床栄養の実際を含めた授業内容から、具体的なイメージをつかみ、知識と結び付けて理解を深めていただけるよう講義いたしま
す。（越野）

医療学入門

29看1_05医療学入門.xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名： 金森 昌彦、山城 清二、
奥寺 敬、若杉 雅浩

科目名： 医療学入門
単

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

授業科目の学習教育目標の概要：
医療に携わるものとしての自覚と意欲・倫理観を育成し強化することをねらいとして
医学と医療の歴史、現状、課題と展望について学ぶ。
また、救急医療・災害医療・僻地医療・総合医療など多様な場や環境における医療
のあり方とチーム医療のあり方を学び、そこにおける医療人としての看護職の役割
について考える。
さらに救急蘇生法、AEDの使用方法についての実技を体験することによって医療に
携わる者としての自覚と意欲・倫理観の育成・強化を図る。

備考

キーワード
医療者
倫理観
救急医療
災害医療
僻地医療
総合医療
チーム医療
AED

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ６．

Ａ 知識・理解力

①医学と医療の歴史、現状、課題と展望について理解する。

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

②救急医療・災害医療・僻地医療・総合医療など多様な場や環境における医療のあ
り方とチーム医療のあり方を理解し、医療人としての看護職の役割について考える。

Ａ 知識・理解力
Ｂ 専門的技術

③救急蘇生法、AEDの使用方法について理解する。

Ｇ 倫理観

④医療に携わる者としての自覚と意欲・倫理観を育成・強化する。

Ｅ 自己管理力
成績評価の方法：

⑤地域医療について理解し、看護領域における学ぶ意欲を高める。

テスト： ５０ ％

レポート： ５０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 講義の後に感想など、レポートを提出してもらう。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 【金森】試験およびレポートは評価した後に返却する。
【若杉】口頭にて伝える。
授 業 計 画
事前・事後の学習課題
①【金森】医学・看護学の歩み
テキスト①の 医学概論＜第1章、第2章＞
を読んでおく
高齢化社会における健康と課題
②【金森】医療倫理の考え方
テキスト①の 医学概論＜第3章、第4章＞
を読んでおく
医療安全の考え方
③【山城】地域医療とは

総合診療とは

④【山城】現在の地域医療の課題と地域での看護師の役割
⑤【奥寺】救急医療・災害医療の現状と課題
⑥【若杉】救急医療と災害医療に求められる技術（講義）
⑦【若杉】救急医療と災害医療に求められる技術（実技）
⑧【奥寺】救急医療と災害医療に求められる技術（まとめ・試験）
使用テキスト：
①【金森】看護学生のための人間科学−疾病の成り立ちと医療の方向性
（ふくろう出版）
②【奥寺】改訂5版 救急蘇生法の指針2015 医療従事者用（へるす出版）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：

総合診療、地域医療と言う言葉とその課題
について事前に新聞やインターネットで調
べておく
記憶に残っている災害について調べておく
呼吸器・循環器の解剖生理について十分
に復習しておく

その他参考文献など：
・知れば変わる自分のカラダ 健康レベルを上
げる「身体学」入門（福村出版）
・JRC蘇生ガイドライン2015（医学書院）
・ICLSコースガイドブック（羊土社）

病態生理学

29看1_06病態生理学.xlsx
看護学科

１年

科目名： 病態生理学
単

担当教員 氏名： 村井 嘉寛
科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

演習

必修

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

後期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

根拠に基づいた的確な看護をするために、病気の原因や経過などの病気の成り立ちを、先天
異常、物質代謝障害、炎症、免疫の異常、腫瘍などの病変カテゴリーに分類して学ぶ。

病気の成り立ち、先天異常、物質代謝
障害、炎症、免疫異常、腫瘍

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ５． ６． ９

Ａ 知識・理解力

看護に活用される理論、技術を身につけるために、病気の成り立ちを理解する

Ｂ 専門的技術

専門的看護技術を修得するために、病気の成り立ちを理解する

Ｃ 論理的思考力

病気の成り立ちを理解し、看護の理論や技術を論理的に説明できる能力を養う

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

医療チームの一員であることを認識し、看護師の役割を理解する

病気を理解することにより、病める人の心を理解し、医療に携わる者としての倫理観を身につけ
る
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｇ 倫理観

テスト： ９０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：その他10％は授業の出席状況と受講態度による。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：適宜小テストを行い、採点し返却する。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

⑭腫瘍（２）（腫瘍の原因と発生メカニズム）、生命の危機

【事前】教科書（病理学の領域）を読む。
【事後】病理学の領域の復習
【事前】教科書（細胞、組織とその障害、再生と修
復）を読む。【事後】細胞、組織とその障害、再生
と修復の復習
【事前】教科書（循環障害）を読む。
【事後】循環障害の復習
【事前】教科書（循環障害）を読む。
【事後】循環障害の復習
【事前】教科書（炎症）を読む。
【事後】炎症の復習
【事前】教科書（免疫とアレルギー）を読む。
【事後】免疫とアレルギーの復習
【事前】教科書（免疫とアレルギー）を読む。
【事後】免疫とアレルギー）の復習
【事前】教科書（感染症）を読む。
【事後】感染症の復習
【事前】教科書（代謝異常）を読む。
【事後】代謝異常の復習
【事前】教科書（代謝異常）を読む。
【事後】代謝異常の復習
【事前】教科書（老化と老年病、新生児の病理）を
読む。【事後】老化と老年病、新生児の病理の復
習
【事前】教科書（先天異常）を読む。
【事後】先天異常の復習
【事前】教科書（腫瘍）を読む。
【事後】腫瘍の復習
【事前】教科書（腫瘍、生命の危機）を読む。
【事後】腫瘍、生命の危機の復習

⑮まとめと試験

【事前】病理学全体の復習をする。

①病理学の領域
②細胞、組織とその障害、再生と修復
③循環障害（１）（充血、うっ血、出血、血栓症）
④循環障害（２）（塞栓症、梗塞、浮腫、ショック、高血圧）
⑤炎症
⑥免疫とアレルギー（１）（免疫系の仕組みと働き）
⑦免疫とアレルギー（２）（アレルギー、自己免疫疾患、免疫不全症）
⑧感染症
⑨代謝異常（１）（脂質代謝異常、糖質代謝異常）
⑩代謝異常（２）（たんぱく質代謝異常、核酸代謝異常）
⑪老化と老年病、新生児の病理
⑫先天異常
⑬腫瘍（１）（腫瘍の分類、悪性腫瘍と良性腫瘍）

使用テキスト：
病理学（ヌーベルヒロカワ）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
事前と事後の学習をしっかりしてください。

その他参考文献など：
図書館の病理学関連図書

成人・高齢者疾病治療管理論Ⅰ

29看1_07成人高齢Ⅰ.xlsx

看護学科

１年
担当教員 氏名：

科目名： 成人・高齢者疾病治療管理論Ⅰ
単

位
１

開講時期（年次・期）
１年次

後期

田澤賢次、金森昌彦、本多正治、古谷正晴

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
成人・高齢者の疾病について，主として外科的治療の対象となるスキン・ケアに
ついて基礎から臨床に到る考え方を学び、臨床におけるスキン・ケアの取り組 外科系疾患，外科的治療
み方を学ぶ
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１． ２． ４． ５． ６． ８． ９
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力

外科的治療の対象となる皮膚科学を習得することができる

Ｃ 論理的思考力

皮膚科学を基礎と臨床両面から分析し表現できる

Ｄ 問題解決力

皮膚科学を収集・分析・整理して問題を解決できる

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ８０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ２０ ％

特記事項：
「その他」の20％は授業での参加姿勢や努力を評価する。
【金森】テスト20点、レポート5点
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： ⑧の授業後にレポート課題（2）がある。テストは別に定める期間に
行うものと、毎回の小テストがある。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
【金森】試験およびレポートは評価した後に返却します。
【古谷】正解と講評を後日配布
授 業 計 画
事前・事後の学習課題
①【田澤】皮膚科学における基礎知識を学ぶ

（事前）テキストの該当箇所を読む
（事後）復習

②【田澤】スキン・ケアの臨床における実際を学ぶ

（事前）テキストの該当箇所を読む
（事後）復習

③【古谷】消化器疾患の外科的治療の基礎を理解する：食道疾患，胃疾患，大
腸疾患の外科的治療について理解する
④【古谷】消化器疾患の外科的治療の基礎を理解する：肝臓，胆嚢系，膵臓，
脾臓疾患の外科的治療について理解する
⑤【本多】腹部領域の外科的治療の基礎を理解する：内外ヘルニア疾患，腸閉
塞（イレウス），急性腹症，腹部外傷における外科的治療について理解する

（事前）テキストの該当箇所を読む
（事後）復習
（事前）テキストの該当箇所を読む
（事後）復習
（事前）テキストの該当箇所を読む
（事後）復習

⑥【本多】虫垂炎、肛門疾患の外科治療、麻酔と術前・術後管理

（事前）テキストの該当箇所を読む
（事後）復習

⑦【金森】運動器の疾病と治療

（事前）テキスト② ２疾病の成り立ち
(第２章)を読んでおく

⑧【金森】運動器の外傷と治療

（事前）テキスト② ２疾病の成り立ち
(第３章)を読んでおく

その他参考文献など：
使用テキスト：
・創傷ケア基準シリーズ(3)「スキンケアガイ
疾病と治療Ⅳ （南江堂）、疾病と治療Ⅱ（南江堂）
【金森】 看護学生のための人間科学-疾病の成り立ちと医療の方 ダンス」（日本看護協会出版会）
・疾病と治療（南江堂）
向性(ふくろう出版)
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
テキスト以外にも随時プリントなどを配布しますが、授業中に過去の配布物を参照する場合があるので紛失しな
いように各自管理すること

成人・高齢者疾病治療管理論Ⅱ

29看1_08成人高齢Ⅱ.xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名： 加藤弘巳、原田淳、刀塚俊起、
佐々木彰一、波部孝弘、二村明広

科目名： 成人・高齢者疾病治療管理論Ⅱ
単

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

成人・高齢者の疾病について，主として医学診断の考え方と方法を学ぶ．さらに，内科的治療
の立場から各疾患の原因，病態，検査，診断，治療，予後について教授する．主に，脳神経系
内科系疾患，内科的治療
疾患，呼吸器系疾患，循環器系疾患，血液・造血器疾患，免疫疾患，感染症，消化器疾患，
内分泌疾患，代謝・栄養疾患，腎・泌尿器疾患の治療と予後及び管理について学ぶ．
授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ６．

Ａ 知識・理解力

学んだ知識を繋いで看護に生かすことができるように，疾患の知識を体系的に理解する

Ｃ 論理的思考力

すでに学んだ解剖学・生理学の知識を活用して疾患とその診断，治療，予後及び管理につい
て理解する

Ｄ 問題解決力

主として医学診断の考え方と方法を学ぶことで問題解決力を高める

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ８０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：
主に小テスト，レポートにより評価するが、各担当講師により評価方法が異なる。
それぞれの講義時に詳細について説明する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 下記参照のこと
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 【原田】書面でコメントを返却する 【刀塚】講評を学生にメールでフィードバックする
【佐々木】レポートで評価し、コメントを発表する 【波部】レポートで評価し、採点後返却する
授 業 計 画
事前・事後の学習課題
①【佐々木】 医師は何を観察し、どのように考えているか
事前にすでに学んだ解剖・生理学の知
②【波部】 基本的な病歴聴取の方法
識や観察の技術について復習しておく。
③【佐々木】 身体診察の方法
④【佐々木】 呼吸器疾患について
講義の内容から試験を行うので配布資
⑤【刀塚】 感染症について
料を必ず復習する。
⑥【刀塚】 免疫疾患について
⑦【波部】 心臓の生理機能
事前に循環器の解剖生理を復習し、事
⑧【波部】 心疾患、特に虚血性心疾患、心不全、不整脈に関する病態生理と治療
後は配布資料を熟読して知識の整理を
⑨【二村】 腎臓の生理 腎疾患、特に糸球体腎炎と血液透析について：
行う。
まとめ(テスト）
⑩【加藤】 食道、胃、小腸、大腸、肝、胆、膵疾患について提示する
事前に該当範囲のテキストを熟読し、
⑪【加藤】 下垂体、甲状腺、副腎、その他の内分泌疾患について提示する
事後は配布資料を熟読して知識の整理
⑫【加藤】 糖尿病，その他の代謝・栄養疾患について提示する：
を行う。
テスト及び解説
⑬【原田】 脳が独自に持つ特異性とその障害：脳・神経機能とその障害
事前に脳、神経、感覚器の解剖・整理
⑭【原田】 脳神経・感覚機能に影響を及ぼす主な要因
について復習しておく。
教室の模型を見ておく。
⑮【原田】 脳神経・感覚機能障害のアセスメントと日常生活への影響
使用テキスト：
疾病と治療Ⅰ（南江堂）、疾病と治療Ⅱ（南江堂）、疾病と治療Ⅲ（南江堂）

その他参考文献など：
看護師国家試験問題集、「病気がみえる」メディックメ
ディア

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
この授業で扱う内容は、臨床で数多く遭遇する疾患であるので、しっかり学んでほしい。

薬剤治療管理論

29看1_09薬剤治療.xlsx
看護学科

１年

科目名： 薬剤治療管理論
単

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

開講時期（年次・期）

位
１

担当教員 氏名： 村井 嘉寛

１年次

後期

備考

キーワード

授業科目の学習教育目標の概要：
病気の予防、治療、診断に用いられる薬物の作用メカニズム、体内における薬物動態
（吸収、分布、代謝、排泄）、薬物の副作用、薬物の安全な投与法、薬物の管理方法な
どを学ぶ。

医薬品、薬理作用、薬物動態、
薬物有害反応

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ５． ６． ９

Ａ 知識・理解力

看護に活用される理論、技術を身につけるために、医薬品について理解する

Ｂ 専門的技術

専門的看護技術を修得するために、疾病に使用される薬について理解する

Ｃ 論理的思考力

疾病に使用される薬を理解し、看護理論や技術を論理的に説明できる能力を養う

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

医療チームの一員であることを認識し、看護師の役割を理解する

疾病に使用される薬の作用や副作用などを理解し、病める人の心を理解し、医療に携
わる者としての倫理観を身につける
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｇ 倫理観

テスト： ９０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：その他10％は授業の出席状況と受講態度による。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：適宜小テストを行い、採点し返却する。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①医薬品の薬理作用の原理など、薬に関する基礎的事項を理解する。

【事前】教科書（薬の基本的事項）を読
む。
【事後】薬の基本的事項の復習

②生活習慣病に使用する薬を理解する。

【事前】教科書(生活習慣病の薬）を読
む。
【事後】生活習慣病の薬の復習

③がん・痛みに使用する薬を理解する。

【事前】教科書（がんや痛みの薬）を読
む。
【事後】がんや痛みの薬の復習

④感染症に使用する薬を理解する。

【事前】教科書（感染症の薬）を読む。
【事後】感染症の薬の復習

⑤中枢神経系疾患で使用する薬を理解する。

【事前】教科書（中枢神経系の薬）を読
む。
【事後】中枢神経系の薬の復習

⑥アレルギ-・免疫不全状態の患者に使用する薬を理解する。

【事前】教科書（アレルギーの薬）を読
む。
【事後】アレルギーの薬の復習

⑦消化器系疾患に使用する薬を理解する。

【事前】教科書（消化器系疾患の薬）を
読む。
【事後】消化器系疾患の薬の復習

⑧その他の症状に使用する薬を理解する。試験

使用テキスト：
臨床薬理学（メディカ出版）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
事前と事後の学習をしっかりしてください。

【事前】薬理学全体の復習をする。

その他参考文献など：
図書館の薬理学関連図書

感染防止管理論

29看1_10感染防止.xlsx
看護学科

１年

科目名： 感染防止管理論
単

位
１

担当教員 氏名： 境 美代子

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

感染看護の歴史的背景を理解した上で、今日の感染症発生動向と感染防止対策の
感染看護・医療関連感染・感染予
現状を学習する。感染対策の基本となる標準予防策を理解し、地域、施設を含めた
防
医療関連感染予防策について遵守できる実践力を身につける。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

２． ３．４． ６． ９

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

感染対策の必要性を理解し、状況を判断して感染行動ができる。

Ｂ 専門的技術
Ｄ 問題解決力
Ｆ チームワーク・リーダーシップ

感染拡大を防止できるように正しく手指衛生・個人防護具を必要な場面に必要な回
数で実施（使用）できるように技術を習得する。
「ひと・こと・もの」に働きかけ、情報収集・分析を進めるとともに日常生活場面におい
ても感染予防策について理解し、正しい判断のもとに行動できる。
チームワークの中で、建設的な意見を出し、メンバーの考えをまとめて積極的に発
表できる。メンバーシップ・リーダーシップの役割を習得する。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ７０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項： 手洗いの実際と評価、防護具着脱の演習を実施する 「レポート」は提出期日を守ること、内容についても評
価の対象とする。「その他」は遅刻・欠席・授業態度などを評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 課題レポートは毎回講義後に配布予定。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 課題レポートは提出後、コメントを記載して返却する。
授 業 計 画
①感染看護の歴史的変遷と概念（感染看護教育の始まりや日本の感染看護教育
の歴史を理解する）

【事前】テキスト（1･2章）を読む
【事後】①と配布資料の復習

事前･事後の学習課題

②演習（手洗い方法・手順の理解と評価、個人防護具着脱の実際など）
２グループに分かれて実施

【事前】手洗い方法の理解と個人防護具の
種類と着脱方法についてテキストを確認す
る

③標準予防策と感染経路別予防策（飛沫感染、接触感染、空気感染防止策を理解 【事前】テキスト（2章）を読む
【事後】③と配布資料の復習
する）
④個人防護具の取扱い（マスク・手袋・エプロンなどの着脱方法のポイント）

【事前】テキスト（２章）を読む
【事後】④と配布資料の復習

⑤看護ケアと感染、消毒・滅菌の考え方（清潔操作・滅菌物の取り扱い）

【事前】テキスト（５章）を読む
【事後】⑤と配布資料の復習

⑥医療環境対策、廃棄物の分別 （ファシリティマネジメントの理解、感染性廃棄物 【事前】テキスト（６章）を読む
【事後】配布資料の復習
の扱いについて）
⑦職業感染防止対策、サーベイランス （血液暴露防止対策、ワクチン接種など）

【事前】テキスト（４章・８章）を読む
【事後】配布資料の復習

⑧振り返りとまとめ

【事前】配布資料確認
【事後】感染防止対策の全体を復習

使用テキスト：
基礎から学ぶ医療関連感染対策

坂本史衣著 南江堂

その他参考文献など：
感染制御の基礎知識 辻 明良 メディカ出版

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
日常的に感染防止ができるように演習を含めて授業をします。確実な手洗い行動ができるように頑張りましょう。

生涯人間発達学

29看1_11生涯発達 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 生涯人間発達学
単

位
１

担当教員 氏名： 石津 孝治

開講時期（年次・期）
１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

キーワード
授業科目の学習教育目標の概要：
誕生から死に至るまでの心理学的な発達のプロセスについて学ぶ。主に発達の
節目における、認知的、人格的、社会的な特徴について取り上げる予定であり、 ・発達課題
その際、内面的、力動的な観点を重視する。しかし、最近の発達心理学による客 ・関係性の中での発達
観的な知見もできるだけ素材として取り上げたい。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
６． ９． １０
学習教育目標
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力

それぞれの節目における発達的特徴が理解できる

Ｃ 論理的思考力

発達の連続性について理解できる。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： １００ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： テストを採点し返却。
授 業 計 画
①乳児期の発達的特徴について学ぶ。（乳児期の知覚、基本的信頼感、個人差）
②幼児期の発達の特徴について学ぶ。（分離個体化、愛着）
③学童期の発達の特徴について学ぶ。（認知発達、対人関係）
④思春期の発達の特徴について学ぶ。（自己の発達、対人関係）
⑤青年期の発達の特徴について学ぶ。（大人になること、同一性形成）
⑥成人期の発達的特徴について学ぶ。（生殖性、生産性と中年期危機）
⑦老年期の発達的特徴について学ぶ。（人生の受容と絶望）
⑧まとめ。

使用テキスト：

事前･事後の学習課題
【事後】①の復習
【事後】②の復習
【事後】③の復習
【事後】④の復習
【事後】⑤の復習
【事後】⑥の復習
【事後】①～⑦の復習

その他参考文献など：

服部祥子 「生涯人間発達論」 医学書院
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
客観的な研究では把握し難い、発達の内面的な領域について重点を置いて扱います。理解を深めるには、講義
の素材を自分のこととして考えたり、また、自分なりに想像することが求められます。この作業を大事にしてくださ
い。

健康と法律

29看1_12健康と法律 .xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名： 竹内智子、炭谷靖子、
品川洋介

科目名： 健康と法律
単

位
１

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

国民の健康にかかわる憲法第25条、保健師助産師看護師法をはじめ保
健・医療・労働および国民の福祉にかかわる関係法規について学ぶ。
健康 憲法第5条
国民の健康を守るための法律の構造、施策の構造、その法的根拠、看護 保健師助産師看護師法
職として深くかかわる法律の構造とその目指すものについて学ぶ。また、広 福祉 人権 公衆衛生
い視野に立って看護の役割・責任を理解する。
授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標

１． ２． ５． ６． ９

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

・健康にかかわる保健、医療、労働に関する法律の概要を理解する
・衛生行政および、保健所の機能と役割について理解する。
・保健師助産師看護師法とは何かを理解する。
・保健師助産師看護師法を基本とした専門職としての職務責任を理解する。
・憲法第25条をはじめ国民の福祉にかかわる法律について法律の構造を知
る。

Ｃ 論理的思考力

・福祉施策の構造、その法的根拠を学び、看護とのかかわりについて考える。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ６０ ％

レポート： ３０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：
それぞれの講師によって評価の方法が異なる。講義のときに詳細について説明する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：レポート、試験については後日、返却する。
授 業 計 画

事前・事後の学習課題
【事前】テキストの章ごとに記載されている学習
目標を読み、学習ポイントを理解する。
【事後】講義で指示する

①【竹内】健康にかかわる保健、医療に関する法律の概要
②【竹内】健康にかかわる労働に関する法律の概要
③【竹内】衛生行政および、保健所の機能と役割
④【炭谷】社会規範としての法と道徳。看護業務の法律上の責任について

【事前】テキストの関連項目を読み、学習ポイン
トを理解する。

⑤【炭谷】保健師助産師看護師法について

【事後】講義で配布する資料で理解の確認

⑥【炭谷】看護職の業務に関連する法律、政令、省令、規則について
まとめと試験

【事前】テキストの関連項目を読み、学習ポイン
トを理解する。
【事後】授業資料で復習する。

⑦【品川】憲法第25条をはじめ国民の福祉にかかわる法律について法律の構造

【事前】テキストの関連項目を読み、学習ポイン
トを理解する。【事後】授業資料で復習する。
【事前】テキストの関連項目を読み、学習ポイン
トを理解する。【事後】授業資料で復習する。

⑧【品川】福祉施策の構造、その法的根拠
使用テキスト：
ナーシング・グラフィカ8「公衆衛生」：メディカ出版（竹内）
看護職のための関係法規：ヌーヴェルヒロカワ（炭谷）

その他参考文献など：
国民衛生の動向（竹内）
田村やよひ：私たちの拠りどころ保健師助産
師看護師法、日本看護協会出版会．その他
資料

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
看護師として、理解すべき関係法規の基礎知識と看護業務の関連を学習する。

社会福祉概論

29看1_13社福概論 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 社会福祉概論
単

担当教員 氏名： 鷹西 恒

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門基礎科目

講義

必修

備考

キーワード

授業科目の学習教育目標の概要：

看護の領域において社会福祉を学ぶことは重要である。貧困や救護、虐待、ニート、少
子高齢化、年金など生活の中にある福祉的な問題に着目し、それらに法律や施策、社 保険 保健 医療 福祉 生活保
会保障制度がいかに作用しているかを具体的に学ぶ。また、保健、医療・福祉分野にお 護
けるネットワークのあり方や自立支援システムについても考察を深める。

授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

２． ６．９．１０

Ａ 知識・理解力

社会福祉の概要を学ぶことで総合的な知識力を高めることができる

Ｂ 専門的技術

看護における視野、視界、視座の範囲を広げることができる

Ｃ 論理的思考力

社会福祉実践のプロセスを理解することで思考力を身につけることができる

Ｄ 問題解決力

理論や社会事業を通して問題解決に至る方法と力を身につけることができる

Ｇ 倫理観

福祉の学びを通して生命観や倫理観を身につけることができる

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ９０ ％

レポート： ５ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ５ ％

特記事項：その他とは授業のとり組み状況、態度のことである
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： レポートは適時、最終評価は筆記試験で実施する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポート返却時のコメント等によってアドバイスを行う
授 業 計 画
①生活と福祉 ～ライフスタイルの変遷と諸問題、なぜ福祉が必要なのか～
②社会保障の概念・歴史・制度体系
③わが国の社会保険制度 ～なぜ保険金を払うのか～
④社会福祉の歴史と援助技術
⑤社会福祉の諸制度と施策～自立支援のための様々な仕掛け～
⑥社会福祉行政のしくみ ～専門職はどこで働いているのか～
⑦社会保障・社会福祉改革の動向
⑧まとめ

使用テキスト： 新体系 看護学全書 8
健康支援と社会保障制度「社会福祉」 編集/山﨑 泰彦
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：

事前･事後の学習課題
・福祉用語について調べる
・社会保障の概要について調べる
・社会保険制度をノートにまとめる
・社会福祉の法制度を調べる
・国家試験問題の傾向について
調べた上でpointをまとめる

その他参考文献など
「国民の福祉と介護の動向」 厚生労働省

看護学概論

29看1_14看護学概論 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 看護学概論
単

担当教員 氏名：炭谷靖子、北濵まさみ、堅田智香子

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

前期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

看護学概論は、看護に関わる知識・技能を学んでいくための基礎をつくる授業である。
内容は「人間社会における専門職業しての看護とは何か」を主題として、看護の歴史的変遷、看護概念
の発達と主要な看護理論、看護の目的と機能、対象、方法及び看護活動の現状について学ぶ。
また、看護専門職の役割、責任については保健師助産師看護師法を学び、国際看護師協会及び日本看
護協会が定めている倫理綱領を学ぶことを通して各自の倫理観を確認し看護師として必要な基本的態度
の育成をめざす。

人間看護
ナイチンゲール
看護倫理
保健師助産師看護師法
KJ法

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

１． ２． ３． ４

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

人間社会における専門職業としての看護とは何かを考え続ける基礎を作るために
①看護の歴史的変遷、看護概念の発達と主要な看護理論、看護の目的と機能、対象、方法及び
看護活動の現状の概略を理解する。

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

②わが国における保健医療システムと看護の位置付け、責務、病院における看護管理の考え方
とその実際、看護学研究、看護職の責任ある職務遂行や地位向上のための看護職自身による
組織的活動の現状の概略を理解する。

Ｇ 倫理観

③保健師助産師看護師法を学び、国際看護師協会及び日本看護協会が定めている倫理綱領を
学ぶことを通して各自の倫理観を確認し看護師の役割、責任、必要な基本的態度について具体
的イメージを持つ。

Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｈ

KJ法を用いてグループワークを行うことをとおして論理的思考、問題解決力、チームワーク、コ
ミュニケーション力を向上させる。また、グループメンバーが自主的に活動するための自己管理
力を養う。

論理的思考力
問題解決力
自己管理力
チームワーク・リーダーシップ
コミュニケーション力

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ３０ ％

レポート： ３０ ％

発表： ３０ ％

特記事項：
講義、課題学習、グループ討議、発表を通して、看護についての学習を深める。
受講態度を重視する。 宿泊研修においてグループワークを行う。

実技試験：

その他： １０ ％

％

グループ学習の方法は、KJ法を用いたアクティブラーニングとする。

ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： テーマごとにグループ発表、課題レポートの提出を行う。最終回にまとめの試験を行う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：レポート、試験については後日、返却する。
授 業 計 画
①看護への導入（オリエンテーション）-看護師養成の仕組みと短大生としての学び方
②看護とは何か、看護の歴史から
③看護とは何か、ナイチンゲールによる看護の概念-看護覚書に学ぶ
④看護実践のための理論的根拠（図書館）- 看護理論について知る
⑤看護の対象とその理解（個人・家族、地域社会など）
⑥看護の目的 (KJ法）（宿泊学習） -看護という概念についてより具体化を図る （炭谷・北濵・堅田）
⑦看護の方法（ＫＪ法）（宿泊学習） -看護という概念についてより具体化を図る （炭谷・北濵・堅
田）

⑧自分の目指す看護師とは-自ら目指す看護師の姿の具体化を図る
⑨自分の目指す看護師とは-自ら目指す看護師の姿の具体化を図る
⑩保健・医療・福祉システムと看護の役割-社会の仕組みの中での看護の役割を理解する
⑪保健・医療・福祉システムと看護の役割（具体化）-社会の仕組みの中での看護の役割の具体
化する
⑫看護における法的側面-看護に関する法律について理解する
⑬看護における倫理と価値-各自の倫理観を確認し看護師の役割、責任、必要な基本的態度に
ついて具体的イメージを持つ
⑭私が目指す看護師像
⑮まとめ
使用テキスト：
・河村佐和子 他：基礎看護学(1)：看護学概論（ナーシング・グラフィカ）、メディカ出版
・川喜田二郎：KJ法入門コーステキスト、KJ法本部・川喜田研究所
・KJラベル６号
・フロレンス・ナイチンゲール 看護覚書 、現代社

事前・事後の学習課題
看護学科の教育について熟読（学生ハンドブック）

第１章：看護の導入熟読する
「看護覚え書」を読み看護を考える
事前に看護理論のDVDを視聴し授業で話し合う
グループ課題の遂行
グループ課題の遂行
グループ課題の遂行
グループ課題の遂行
グループ課題の遂行
第10章：保健医療福祉の関連について考える
グループ課題の遂行
テキストの熟読
テキストの熟読
グループ発表準備
学んできたことの整理と課題の確認

その他参考文献など：
川島みどり：看護を語ることの意味，看護の科学社
竹内孝仁：医療は「生活」に出会えるか，医歯薬出版株
式会社（入学前学習課題図書）

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
様々な知識や情報を集め、統合して、自分の言葉で表現する努力を望みます。
また、グループの中で自分の役割を自主的に見つけて遂行する態度を期待します。

看護技術論Ⅰ

29看1_15看護技術Ⅰ .xlsx
看護学科

１年

科目名： 看護技術論Ⅰ
単

位
１

担当教員 氏名： 中田 智子、北濵 まさみ

開講時期（年次・期）
１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

演習

必修

授業科目の学習教育目標の概要：

備考

キーワード

看護実践の手段として活用される看護技術について必要な基本的知識・技術・態度について学習する。 コミュニケーション技術
また看護実践を展開するための方法として人間関係を成立・発展させる技術について理解を深め，対象 ヘルスアセスメント
のヘルスニーズを判断するために必要な基礎的知識や技術を習得する。
フィジカルアセスメント

授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ５． ６． ７． ８

Ａ 知識・理解力

対象のヘルスニーズを判断するために必要な基礎的知識や技術を習得できる。看護の対象
である人々の安全，安楽，自立，個別性を支えるために正確な知識，技術の習得の必要性
がわかる。

Ｂ 専門的技術

バイタルサインの測定技術を習得できる。

Ｄ 問題解決力

科学的・分析的思考過程を理解することができる。

演習やグループワークを通して，自己の役割を理解し，リーダーシップおよびメンバー
シップのあり方を形成する。
人間関係を成立・発展させる技術として，コミュニケーション技術の実践への活用方法
Ｆ チームワーク・リーダーシップ
が理解できる。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする

Ｅ 自己管理力

テスト： ５０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

演習： ２０ ％

その他： １０ ％

特記事項：
上記の「その他：10％」については、授業での参加姿勢（出席状況）や取り組み姿勢を評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 初回の講義の際に伝える。
第15回目の授業の時に本科目における学習内容の確認とまとめを実施する。
適宜、レポートによる課題を提示する。テーマや提出日は講義内に伝える。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：提出された課題は確認し不足等の指摘を行なったうえで点数化し、評価
に含める。
授 業 計 画
事前･事後の学習課題
テキスト・ナーシングスキル等の確認
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
②【北濵】コミュニケーション
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
③【中田】ヘルスアセスメント
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
④【中田】ヘルスアセスメント
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑤【中田】バイタルサイン
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑥【中田】バイタルサイン・計測
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑦【中田】ヘルスアセスメント(実技） バイタルサインの測定・計測
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑧【中田】ヘルスアセスメント(実技） バイタルサインの測定・計測
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑨【中田】ヘルスアセスメント(実技） バイタルサインの測定
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑩【中田】ヘルスアセスメント(実技） バイタルサインの測定
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑪【中田】フィジカルアセスメント：呼吸器・循環（実技）
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑫【中田】フィジカルアセスメント：呼吸器・循環（実技）
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑬【中田】フィジカルアセスメント：消化器・運動器（実技）
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑭【中田】フィジカルアセスメント：消化器・運動器（実技）
課題プリント
テキスト・ナーシングスキル等の確認
⑮【中田】フィジカルアセスメント：事例演習（実技）・看護技術論における知識の確認とまとめ 課題プリント

①【北濵】オリエンテーション（看護技術論で学習すること），看護技術の考え方

使用テキスト：①茂野香おる：系統看護学講座：専門分野Ⅰ基礎看護学
（2）基礎看護技術Ⅰ、医学書院

その他参考文献など：三上れつ，小松万喜子編：演
習・実習に役立つ基礎看護技術－根拠に基づいた
実践をめざして， ヌーヴェルヒロカワ

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：・この授業は，看護実践の基盤となる基本知識と技術を身につけるための基
本になる授業科目です。また，基礎看護学実習Ⅰは，本講義で学んだ知識と技術の統合が求められます。

看護技術論Ⅱ

29看1_16看護技術Ⅱ .xlsx
看護学科

１年

科目名： 看護技術論Ⅱ
単

位
１

担当教員 氏名： 堅田智香子、中田 智子

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分
専門科目

(卒業要件）

備考

授業方法 必修／選択

演習

必修

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
看護実践の手段として活用される看護技術について必要な基本的知識・技
ヘルスアセスメント
術・態度について学習する。また看護実践を展開するための方法として基盤
看護過程・看護診断
となる問題解決の思考技能である看護過程の展開プロセスについて学習す
看護理論
る。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１． ２． ５． ６． ７． ８
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力

対象のヘルスニーズを判断するために必要な基礎的知識や技術を習得できる。看護
の対象である人々の安全、安楽、自立、個別性を支えるために正確な知識、技術の
習得の必要性がわかる。

Ｃ 論理的思考力

看護過程の展開の技術を習得できる。

Ｄ 問題解決力

科学的・分析的態度を身につけることができる。

演習やグループワークを通して、自己の役割を理解し、リーダーシップおよび
メンバーシップのあり方を形成する。
人間関係を成立・発展させる技術として、コミュニケーション技術の実践への
Ｆ チームワーク・リーダーシップ
活用方法が理解できる。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｅ 自己管理力

テスト： ５０ ％

レポート： ４０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：「レポート：40％」については，提出状況や内容についてを評価する。
「その他：20％」については、授業（演習）での参加姿勢（出席状況）や取り組み姿勢を評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 第15回目の授業の時に本科目における学習内容の確認とまとめ
を実施する。適宜、レポートによる課題を提示する。テーマや提出日は講義内に伝える。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 提出された課題については修正部分を指摘し、修正し再提
出されたものを評価対象とする。
授 業 計 画
事前･事後の学習課題
①オリエンテーション 看護過程とは
テキストを読む
②看護における記録
事例1の事前学習
③看護過程：事例1 情報の分類と分析（1）
テキストを読む
④看護過程：事例1 情報の分析
課題用紙の記述・整理
⑤看護過程：事例1 関連図
課題用紙の記述・整理
⑥看護過程：事例1 情報の情報の結論と統合(1)
課題用紙の記述・整理
課題用紙の記述・整理
⑦看護過程：事例1 問題の明確化
課題用紙の記述・整理
⑧看護過程：事例1 目標と計画
事例2の事前学習
⑨看護過程：事例1 実施・評価・サマリー
課題用紙の記述・整理
⑩看護過程：事例2 情報の分析
課題用紙の記述・整理
⑪看護過程：事例2 情報の分析
⑫看護過程：事例2 情報の結論と統合
課題用紙の記述・整理
⑬看護過程：事例2 問題の明確化
課題用紙の記述・整理
⑭看護過程：事例2 目標と計画
課題用紙の記述・整理
⑮看護における教育・指導 看護技術論Ⅱにおける知識・技術の確認とまとめ 課題用紙の記述・整理
使用テキスト：1．茂野香おる：系統看護学講座：専門分野Ⅰ基礎看護 その他参考文献など： 古橋洋子 編：患者
学（2）基礎看護技術Ⅰ、医学書院
さんの情報収集ガイドブック, メヂカルフレン
2．渡邉トシ子 編：ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセ ド社
スメント, ヌーベルヒロカワ

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：この授業は、看護実践の基盤となる基本知識と技術を身につけるための基本
になる授業科目です。また、基礎看護学実習Ⅱは、本講義で学んだ知識と技術の統合を求めます。

生活行動援助技術論

29看1_17生活行動.xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名： 堅田智香子、中田智子、
村田美代子、今川孝枝、蘭直美 他

科目名： 生活行動援助技術論
単

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

演習

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

生活行動
生活に関する行動の意義を理解し、個々の健康レベルに合わせ生理的欲求に関するニーズ
個々のニーズ
に対応し、根拠に基づいた援助ができる。
根拠に基づく援助

健康レベル
生理的欲求

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

２． ５． ６． ９．

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

人間にとっての環境、活動・運動、食事、排泄、清潔など、それぞれの意義を理解することが
できる。

Ｂ 専門的技術

個々の健康レベルに合わせ、生理的欲求に関わるニーズに応えることができる。

Ｃ 論理的思考力

看護行為にあたり、その根拠を述べることができる。

Ｇ 倫理観

援助にあたり、個人のプライバシーを守る配慮ができる。

Ｈ コミュニケーション力

対象のニーズに対応できるためのコミュニケーション力を養う。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ６０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

実技試験： １０ ％

その他： １０ ％

特記事項：テスト：60％は、国家試験対策を踏まえた各単元の要点を問う筆記試験、レポート：20％は、ケアの視点と根拠の理解度を
評価する。その他：10％では、演習時の取り組み状況や授業に対する姿勢を評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 各単元ごとに課題提示あり。演習では適宜技術の確認を行う。第30回に各単元別要点
整理の試験を実施する。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
提出された課題は確認し不足等の指摘を行ったうえで点数化し、評価に含める。
使用テキスト：
①系統看護学講座 基礎看護技術Ⅱ 「基礎看護学③」 医学書院

その他参考文献など：
・解剖生理学（メディカ出版）

②藤本真紀子監修：看護技術がみえる①「基礎看護技術」MEDIC MEDIA
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
実習室を使用しての自己学習を支援しますので、積極的に予習・復習に取り組んでください。
授 業 計 画
回数

1

【堅田】オリエンテーション・療養生活の環境

2

【堅田】病室の環境のアセスメントと調整・病床環境を整える（演習）

3

【堅田】病床環境を整える（演習：ベッドメーキング A/B合同）

4

【堅田】手順を考え、病床環境を整える（演習：シーツ交換 A/B合同）

5

【堅田】基本的活動の援助

6

【堅田】睡眠と休息の援助

事前･事後の学習課題
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

生活行動援助技術論
※前ページよりつづき

29看1_17生活行動.xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名： 堅田智香子、中田智子、
村田美代子、今川孝枝、蘭直美 他

科目名： 生活行動援助技術論
授 業 計 画

回数

事前･事後の学習課題

7

【堅田】体位・体位変換（演習）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

8

【堅田】リネン交換（演習）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

9

【堅田】ボディメカニクス・移動・移乗（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

10

【堅田】ボディメカニクス・移動・移乗（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

11

【中田】清潔の援助の基礎知識

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

12

【村田】病床での衣生活の援助

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

13

【村田】病床での衣生活の援助（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

14

【村田】病床での衣生活の援助（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

15

【中田】清潔援助の実際①清拭

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

16

【中田】清潔援助の実際②洗髪・部分浴

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

17

【中田】清拭（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

18

【中田】清拭（演習：A、B 別日）

19

【中田】洗髪（演習：A、B 別日）

20

【中田】洗髪（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

21

【中田】手浴・足浴（演習：A、B 別日）

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

22

【中田】手浴・足浴（演習：A、B 別日）

23

【今川】食事援助技術の基礎知識

24

【今川】食事介助・口腔ケア（演習）

25

【蘭】排泄援助技術の基礎知識（自然排尿および自然排便の介助）

26

【蘭】排泄援助技術の基礎知識（導尿・排便を促す援助・ストーマケア）

27

【蘭】排泄：排泄の援助：床上排泄の援助・おむつ交換（演習：A、B 別日）

28

【蘭】排泄：排泄の援助：床上排泄の援助・おむつ交換（演習：A、B 別日）

29

【蘭】陰部の清潔と導尿（演習）

30

【中田】生活行動に関わる援助についてのまとめ、実技試験

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント
テキスト・ナーシングスキルの確認
事前・事後の課題プリント

回復促進援助技術論

29看1_18回復促進.xlsx
看護学科

１年

担当教員 氏名： 中田智子、今川孝枝、蘭直美、
小出えり子、若瀬淳子、北濵まさみ、村田美代子

科目名： 回復促進援助技術論
単

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

年

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

演習

必修

後期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

症状・生体機能管理（呼吸・体温）
看護は、看護実践の基盤となる看護基本技術の方法と根拠となる知識を理解し、対象 創傷管理
のおかれている状況と状態に適した看護の技術を創造していくことが重要である。看護の 援助技術（治療・処置・検査）
対象となる人々への健康回復促進に向けての援助の必要性や科学的根拠を理解し、健 与薬（薬物と看護・注射と看護）
救急救命処置
康回復促進の基本的援助技術について学習する。

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力
Ｃ 論理的思考力
Ｄ 問題解決力
Ｆ チームワーク・リーダーシップ

１． ２． ３． ４． ５． ６． ７． ８． ９． １０

・健康回復促進に必要な「症状・生体機能管理技術」、「創傷管理技術」、「治療・処置に伴う援
助技術」、「与薬の技術」、「救急救命処置技術」について、科学的根拠を踏まえて理解でき
る。
・健康回復促進に必要な「症状・生体機能管理技術」、「創傷管理技術」、「治療・処置に伴う援
助技術」、「与薬の技術」、「救急救命処置技術」についての基本的援助技術が習得できる。
・科学的・分析的態度を身につけることができる。
・知識、技術を統合し活用するための論理的思考をもって演習を行うことができる。
・学習目標達成のために学習・演習を遂行できる。

・看護の対象である人々の安全・安楽・自立を提供していくための方法を学び、個を尊重し
たかかわりの必要性を知る。

Ｇ 倫理観

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ６０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

実技試験： １０ ％

その他： １０ ％

特記事項：
上記の「その他：10％」については、授業（演習）での参加姿勢（出席状況）や取り組み姿勢を評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 演習では適宜技術の確認を実施する。第29回目の授業で知識の確認、第30回目
の授業で技術のチェック（実技試験）を実施する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：提出された課題は確認し不足等の指摘を行ったうえで点数化する。
使用テキスト：
①系統看護学講座 基礎看護技術Ⅱ 「基礎看護学③」 医学書院
②大久保昭行 編：系統看護学講座；別巻⑥ 臨床検査，医学書院
③藤本真紀子監修：看護技術がみえる②「基礎看護技術」MEDIC MEDIA

その他参考文献などは適宜，紹介する。

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・この授業は、看護技術論の知識を基に看護実践の基盤となる基本知識と技術を身につけるための授業（演習）科目です。また、基本的な解
剖生理学の知識が必要となりますので、予習・復習を前提とした主体的な姿勢で授業に臨んでください。
・随時授業資料を配布しますので、その資料を紛失しないようファイルするなど自己管理してください。
・演習の時間だけでは、基本的技術の習得はできませんので、積極的、計画的に実習室を活用してください。また、演習時の服装は指示され
たものを着用してください。
・CSC（クリニカルシュミレーションセンター）移動にはマイクロバスを使用するので別途交通費がかかります。

授 業 計 画
回数
苦痛の緩和・安楽確保の技術（実技）

事前･事後の学習課題
テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

1

【中田】オリエンテーション

2

【中田】苦痛の緩和・安楽確保の技術（実技）

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

3

【中田】創傷管理（実技） （滅菌操作含む）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

4

【中田】創傷管理（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

5

【今川】呼吸・循環を整える技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

回復促進援助技術論
※前ページよりつづき

29看1_18回復促進.xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名： 中田智子、今川孝枝、蘭直美、
小出えり子、若瀬淳子、北濵まさみ、村田美代子

科目名： 回復促進援助技術論
授 業 計 画

回数

事前･事後の学習課題

6

【今川】呼吸・循環を整える技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

7

【今川】呼吸・循環を整える技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

8

【今川】呼吸・循環を整える技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

9

【今川】呼吸・循環を整える技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

10

【蘭】非経口的栄養摂取の援助

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

11

【蘭】非経口的栄養摂取の援助

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

12

【小出】症状・生体機能管理技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

13

【小出】診察・検査・処置の介助技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

14

【小出】症状・生体機能管理技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

15

【小出】症状・生体機能管理技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

16

【小出】中間まとめ

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

17

【若瀬】与薬の技術（講義）

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

18

【若瀬】与薬の技術（講義）

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

19

【若瀬】与薬の技術（実技）A/B合同ｏｒ別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

20

【若瀬】与薬の技術（実技）A/B合同ＯＲ別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

21

【若瀬】与薬の技術（実技）A/B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

22

【若瀬】与薬の技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

23

【若瀬】与薬の技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

24

【若瀬】与薬の技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

25

【若瀬】与薬の技術（実技）A、B別日

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

26

【北濵】死の看取りの援助

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

27

【村田】救命救急処置技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

28

【村田】救命救急処置技術

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

29

【若瀬】回復促進援助技術論における知識の確認

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

30

【中田】回復促進援助技術論における知識の確認 、技術チェック

テキスト・ナーシングスキルを確認する
事前・事後の課題プリント

家族看護概論

29看1_19家族概論 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 家族看護概論
単

位
１

担当教員 氏名： 炭谷 靖子

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

備考

キーワード
授業科目の学習教育目標の概要：
家族を看護の対象と捉える家族看護学の定義、家族看護学の目指すもの、方法等
家族の機能
について学ぶ。
カルガリー家族アセスメント・介入モ
また、家族の機能について理解し、病院・施設在宅を問わず家族や家族員が果た
デル
す役割の重要性及び家族のセルフケア機能の向上の意義について理解し、実践可
家族の健康性
能な援助の方法を学ぶ。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１． ２． ３． ４． ５．７
（福短マトリックスで示される番号）
家族という単位に対する看護を学ぶ基礎をつくるために
①家族の機能と家族員の役割について理解する
②家族を看護の対象と捉える家族看護学の定義、概念について理解する
③家族看護学の目指すものについて理解する
④家族看護の方法と理論について理解する

Ａ 知識・理解力

Ｂ 専門的技術
Ｄ 問題解決力
Ｅ 自己管理力
Ｆ チームワーク・リーダーシップ

⑤グループワークにより課題を遂行することによりを通してチームワークの重要性と
方法について体験的に学ぶ。また、課題の遂行のためのスケジュールなどの自己管
理を意識的に行う。

Ｈ コミュニケーション力
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート： ７０ ％

発表： １５ ％

実技試験：

％

その他： １５ ％

特記事項：
講義、アクティブラーニング（課題学習、グループ討議、ロールプレイ、発表を通して、家族・家族看護についての学習を深
める。）
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： テーマごとにグループ発表、課題レポートの提出を行う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 課題シートとレポートについては、後日返却する。
授 業 計 画
①家族看護の概念と理論（オリエンテーション）
課題１（ワークシート１）（10）
②家族の機能と評価

家族と健康

事前・事後の学習課題
シラバスの確認
課題シートの完成

③カルガリー家族アセスメント・介入モデルの理論的基盤
課題２（ワークシート２・３・４）（20）

課題シートの完成

④グループワークで理解を深める（5） 家族の交流についてシナリオ作成

グループ課題の遂行

⑤グループワークで理解を深める（5） シナリオにそってロールプレイ

グループ課題の遂行

⑥グループワークで理解を深める（5） 内容の見直しと発表計画

グループ課題の遂行

⑦発表（15）

10分×４G

グループ課題の遂行

⑧まとめ

課題３ グループワークでの学び(40)

コメント ロールプレイ

使用テキスト：
小林奈美 ：グループワークで学ぶ家族看護論，医歯薬出版
渡部裕子 他：家族看護を基盤とした在宅看護論Ⅰ概論編，看護協会
出版会

課題レポートの作成

その他参考文献など：
法橋尚宏 編著：新しい家族看護学 理論・実践・研究，メヂカルフ
レンド社
家族ケア研究会：家族生活力量モデル、医学書院
野島佐由美 監訳：家族看護学、へるす出版
松下知子 監訳：ビリーフ、日本看護協会出版会

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
この学習を機会に自分の家族について考え、自分のこれからの役割と行動のあり方についても考えてください。

臨床看護概論

29看1_20臨床概論.xlsx
看護学科

１年

科目名： 臨床看護概論
単

位
１

担当教員 氏名： 炭谷 靖子

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
看護の対象を健康のレベルの側面から急性期・慢性期・回復期・終末期とし，その各々の看
護援助の特徴を学ぶ．更に主な医学的治療（食事療法・薬物療法・輸液療法），診断のため ライフサイクル、健康障害、
の検査（検体検査・内視鏡検査・放射線による検査など）を理解し，各々の治療や検査におけ 看護実践
る看護を学ぶ。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
２． ５． ６． ７
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力

看護で活用される理論・モデルが理解する

Ｃ 論理的思考力

対象の特徴を情報の収集・分析・アセスメントを通して論理的に考えることができる

Ｅ 自己管理力

健康上のニーズを理解し、基本的な看護学の知識、技術を統合することができる

Ｇ 倫理観

事例を通して，人間としての倫理を考えることができる

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ５０ ％

レポート： １０ ％

発表： ３０ ％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：本科目は、アクティブラーニングとして、学生のこれまでの解剖生理学や看護専門科目での知識に基づいて、病気の経過
や症状別の看護について、グループ内で文献学習などを進めて発表するものである。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：発表は２回実施。テストは発表内容から出題し、最終日に実施。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 課題レポートはコメントを記入し返却。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①第１章 臨床看護の対象
（臨床とは、健康上のニーズをもつ生活者と家族であることを理解する）

【事前】第１章熟読する、シラバスの確認
【事後】配布資料を復習

②経過に基づく看護
（心筋梗塞、大腸がん、脳梗塞患者の看護ケアを学ぶ）グループで文献検索しまとめる

【事前】第2章から各病状過程の看護につ
いて調べる
【事後】参考文献を探し、概要を理解する

③経過に基づく看護
（心筋梗塞、大腸がん、脳梗塞患者の看護ケアを学ぶ）グループ発表。他のグループ評価実
施

【事前】各期の特徴をまとめて発表できるよ
うに準備する
【事後】他のグループの発表を聞き、評価
する

④看護活動の視点から患者の経過段階を理解し、看護ケアの方法を学ぶ
（健康期、急性期、慢性期など）

【事前】第3章を読み、看護活動の場や機会
を調べる
【事後】各期における経過を理解し、看護ケ
アの実際をまとめる

⑤治療・処置を受ける対象者の看護
（輸液療法、放射線療法、手術療法、集中治療を受ける対象者の看護）グループワーク

【事前】治療・処置を受ける対象者の看護
の援助方法をテキストや関係図書からグ
ループでまとめる
【事後】発表の準備をする

⑥治療・処置を受ける対象者の看護
（輸液療法、放射線療法、手術療法、集中治療を受ける対象者の看護）グループ発表
⑦看護師の業務について法的側面および職能団体の社会的活動を学ぶ
チーム医療の実践に際し多職種の連携・協働の必要性、役割を学ぶ
⑧臨床看護を学ぶための理論の理解：まとめ

使用テキスト：
ナーシング・グラフィカ 基礎看護学(5) 臨床看護総論 メディカ出版

【事前】グループでまとめた概要をプレゼン
できるように原稿を作成する
【事後】他のグループの発表を聞き、評価
する
【事前】保健師助産師看護師法を読んでお
く
【事後】配布資料の復習
【事前】課題レポートの作成とまとめの試験
準備

その他参考文献など：
系統看護学講座 専門分野Ⅰ基礎看護学４ 臨床看
護総論 医学書院

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
テキストや参考図書から統合して考えることと、グループ学習による学びから看護支援方法を理解すること

在宅看護学概論

29看1_21在宅概論 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 在宅看護学概論
単

位
１

担当教員 氏名： 寺西 敬子

開講時期（年次・期）
１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

後期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
在宅看護学は、地域に住むあらゆる健康レベルの人々が、その人らしく住みなれた地
域で暮らし続けることを支援することを目的する。そのためには、在宅の場での医療技術
地域看護
の提供、療養生活の支援、健康障害の予防と健康の維持増進へのかかわりが必要であ
継続看護
る。
ケアマネジメント
また、療養者を含めた家族や住民、医療や福祉職を含むさまざまな人々との連携を構
地域連携
築していく技能と、生活の場で医療の知識技術を応用していく技能が必要となる。
チームケア
ここでは、広い視野で長寿、少子高齢社会について考え、地域と在宅という場の特徴を
ヘルスプロモーション
捉え、あらゆる人が住みなれた地域で暮らし続けるための支援のあり方と看護の役割に
ついて学ぶ。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１． ２． ３． ４． ５
（福短マトリックスで示される番号）
★広い視野で長寿、少子高齢社会について考え、地域と在宅という場の特徴を捉え、あ
らゆる人が住みなれた地域で暮らし続けるための支援ができるようになるために
Ａ 知識・理解力

①在宅看護の概念、対象、方法について理解する
②在宅看護を提供する資源とシステムについて理解する
③在宅療養を支えるための看護の役割について考える

Ｃ 論理的思考力
Ｄ 問題解決力
Ｅ 自己管理力
Ｆ チームワーク・リーダーシップ

KJ法を用いてグループワークを行うことをとおして論理的思考、問題解決力、チームワー
ク、コミュニケーション力、自己管理力を向上させる。

Ｈ コミュニケーション力
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ４０ ％

レポート： ３０ ％

発表： ２０ ％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：
講義、課題学習、グループ討議、発表を通して、看護についての学習を深める。
アクティブラーニングの一環としてKJ法を用いてグループ討議を行う。上記の「その他10％」：授業の取り組み姿勢を評価します。

ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： テーマごとにグループ発表、課題レポートの提出を行う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポートと試験は、後日、返却する。
授 業 計 画

事前・事後の学習課題

①オリエンテーション、在宅看護学の学び方、在宅看護とは

シラバス・テキストの熟読

②在宅看護の概念（社会の変化と在宅看護）

テキストの熟読

③障害者の理解

課題レポートの作成

④在宅療養者と家族の支援

テキストの熟読、確認試験

⑤在宅療養を支える訪問看護

テキストの熟読

⑥在宅療養を支える制度と社会資源、在宅看護の展望（グループワーク・KJ法）
グループ課題の遂行
⑦在宅療養を支える制度と社会資源、在宅看護の展望（まとめと発表）
⑧まとめ

使用テキスト：
家族看護を基盤とした在宅看護論（日本看護協会出版会）

資料、テキストの振り返り

その他参考文献など：
国民衛生の動向（厚生の指標別冊）

関連図で理解する在宅看護過程（メヂカルフレンド社）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
自分が自宅での生活の中で、障害や病気をもったとき、現在と生活がどのように変化するかを考えながら学習を進めてください。

精神看護学概論

29看1_22精神概論 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 精神看護学概論
単

担当教員 氏名： 炭谷 靖子、蘭 直美

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

授業科目の学習教育目標の概要：
心の健康を維持し健全な社会生活を営むことの大切さを学ぶ。更に、精神障害について
の歴史的変遷を学習し、本来の精神科看護のあり方を考え実践できる基礎を身につけ
る。

備考

キーワード
精神看護と精神科看護
行動制限
精神保健福祉法と処遇
収容から治療への変革
心の健康と障害
強制入院

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

１． ２． ５． ６． ８． ９

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

・精神科疾患患者に対する社会の理解と対応について、歴史的変化の過程を知る。
・精神保健に関係する法制度の変遷と現行法における人権尊重の意味を「偏見」を含めて
理解する。

Ｃ 論理的思考力

・精神的健康の意義を理解し、同時に精神障害者への対応について発展的に学習する。

・一般科疾患患者と精神科疾患患者の社会的対応の違いを症状の特性から理解し、当事
者の人権や人格を配慮した援助の方法や社会的資源について学習する。
・治癒という概念ではなく寛解の意味を理解し、障害者の地域社会への参加や共存の具体
Ｆ チームワーク・リーダーシップ
的方法を人的相互関係の中で理解する。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｇ 倫理観

テスト： ７０ ％

レポート： １０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ２０ ％

特記事項：
・授業への参加姿勢や出席状況、その他を総合して評価する。
・アクティブ・ラーニングの一環として、ＤＶＤ鑑賞後グループ討議と発表を行う。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポート、試験は後日、返却する。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

【炭谷】①精神看護と精神科看護について

【事前】①シラバスの確認。
【事後】①テキストの目次全体を見渡す。

【炭谷】②③ビデオ 鑑賞（統合失調症患者を主人公にしたストーリーから授業の概略をイ
メージ化する） グループ討議と発表

【事前】②③の疾患について特徴を学習。
【事後】②③の特徴をノートにまとめる。

【炭谷】④精神障害と治療の歴史 日本における精神医学・精神医療の流れ

【事前】④の項目を教科書で読んでから講義に臨む。
【事後】④の講義資料を復習として読む。

【炭谷】⑤精神障害と法制度 法律制定の経過、法改正の要因となった事件、強制入院と
人権
【蘭】 ⑥精神保健福祉法について
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律適用の意味―入院形態、処遇
精神科救急入院システム（公的病院の役割、警察官通報）
行動制限最少化（診療報酬化）、行政指導強化
【蘭】 ⑦医療観察法
法律制定までの経過、医療観察入院・観察通院施設

【事前】⑤の項目を教科書で読んでから講義に臨む。
【事後】⑤の講義資料を復習として読む。

【蘭】 ⑧健康と精神障害
まとめ
使用テキスト：
○精神看護の基礎 精神看護学① 系統看護学講座 （医学書院）
○精神看護の展開 精神看護学② 系統看護学講座 （医学書院）
○看護のための精神医学 第２版 中井久夫、山口直彦 （医学書院）

【事前】⑥の項目を教科書で読んでから講義に臨む。
【事後】⑥の講義資料を復習として読む。

【事前】⑦の項目を教科書で読んでから講義に臨む。
【事後】⑦の講義資料を復習として読む。
【事前】⑧の項目を教科書で読んでから講義に臨む。
【事後】⑧の講義資料を復習として読む。

その他参考文献など：
国民衛生の動向

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・精神的健康の問題は現代社会の大きなテーマです。自分なりの学習課題を持って学習に臨んでください。

成人看護学概論
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看護学科

１年

科目名： 成人看護学概論
単

位
１

担当教員 氏名：境 美代子

開講時期（年次・期）
１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

後期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

成人看護の特性や成人期の対象を理解し，成人看護の目的・役割・機能，問題解決の 成人，成長発達の特徴，学習の特
徴，生活習慣
方法について学ぶ
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ６． ７． ８． ９． １０

Ａ 知識・理解力

ライフサイクルにおける成人の位置づけを成長・成熟・発達から考慮し，各成人期の特
性を理解することができる

Ｃ 論理的思考力

成人の特性や能力に応じた理論と基本的アプローチについて理解することができる

Ｄ 問題解決力

講義内で行われる事例・課題に基づき，問題解決法を見出すことができる

Ｅ 自己管理力

自らを律して学修に臨む学修準備、体調管理ができる

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

グループワークを通じて各自の役割を理解し，チームに参画することができる
講義内で行われる事例を通して，他者に共感でき，相手の立場に立って物事を考える
Ｇ 倫理観
姿勢を身につけることができる
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ７０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：成人期における成長発達や健康障害などから看護の役割についてグルー
プワークを行い、個人にて課題提出を課し、中間評価後コメントして返却する。
事前･事後の学習課題
授 業 計 画
①成人看護学の授業構成（概論、援助論）成人の成長発達、
【事前】テキスト第１部から成人期の特
徴を理解しておく
身体機能の特徴と看護の役割
②成人期における生活や健康観の理解

③成人期にみられる健康障害（生活習慣病・職業性疾病、生活ストレスの観点から）

④成人への看護に有用な概念の理解（セルフケア、ヘルスプロモーションなど）

⑤医療機器の種類・使用目的と看護

⑥生体検査の種類・目的と看護

【事前】成人の生活スタイルや健康観に
ついて概要を理解しておく
【事後】自分の健康観についてレポート
する
【事前】テキスト第２部を熟読して健康障
害について考える
【事後】テキストの重要用語について概
要をまとめてレポートする
【事前】テキスト第３部を熟読し、これま
での授業資料を復習しておく
【事後】復習問題を実施し提出
【事前】医療機器の種類と使用目的につ
いて事前に調べる
【事後】医療機器使用時の看護について
整理する
【事前】生体検査の種類と使用目的につ
いて事前に調べる
【事後】生体検査の介助と看護について
整理する

⑦【特別講師】検体検査の種類と目的（１）

【事前】検体検査の種類と目的について
事前に調べる

⑧【特別講師】検体検査の種類と目的（２）

【事後】検体検査の種類と目的について
整理する

使用テキスト：
ナーシンググラフィカ 成人看護学① 成人看護学概論
系統看護学講座 「臨床検査」 医学書院
系統看護学講座 専門分野Ⅰ、基礎看護学(4)臨床看護総論 医学書院
系統看護学講座 専門分野Ⅰ、基礎看護学(3)基礎看護技術Ⅱ医学書院

その他参考文献など：
オープンセサミンシリーズ 看護学２ 「成人看護
学」 東京アカデミー

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
臨床看護概論、看護学概論の学びから、成人期における看護全般を理解して実習の臨んでほしい

高齢者看護学概
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看護学科

１年

科目名： 高齢者看護学概論
単

担当教員 氏名： 炭谷 靖子

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

高齢者の特徴は個人差が大きいことである。それは、過去の生活環境、体験や
罹病の違い、その中で形成された生活習慣や信念による。さらに、現実となってき
た「人生の最終ステージにある」という思いはまさに個人のものである。
高齢者の特徴について、加齢による心身の変化及び社会的側面からみた高齢
者の立場を理解し看護師としての役割を学ぶ。

要介護高齢者
看護：高齢者ケアシステム
身体拘束･虐待防止法
富山型デイサービス
介護保険

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ６． ７

Ａ 知識・理解力
Ｃ 論理的思考力
Ｄ 問題解決力

高齢者を看護するための基礎を作るために
①高齢者看護学の基盤となる理論を知る
②高齢者の心身の特徴と生活を理解する

Ｇ 倫理観

③高齢者ケアのシステムと看護の役割について考える

Ｃ 論理的思考力
Ｄ 問題解決力
グループワークを行うことをとおして論理的思考、問題解決力、チームワーク、コ
ミュニケーション力、自己管理力を向上させる。

Ｅ 自己管理力
Ｆ チームワーク・リーダーシップ

Ｈ コミュニケーション力
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ５０ ％

レポート： ２０ ％

発表： ２０ ％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：本科目はアクティブ・ラーニングの一環としてグループワークなどにより高齢者の理解を深め、看護師として
の役割を学ぶことを狙いとしている。その他10％は取り組み具合を評価します。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： テーマごとに課題の提出をいます。中間と最終回に試験を行います。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポートと試験、課題は、後日、返却する
①-１高齢者看護学の学び方
①-2高齢者の特徴

授 業 計 画

事前・事後の学習課題
シラバス・テキストの内容確認
課題レポート作成

②-1高齢者の倫理的課題
②-2超高齢社会に向けた課題と施策の方向性

国民衛生の動向の熟読
新聞記事等を持参

③-1介護保険の概要

国民衛生の動向の熟読

④-1ケアマネジメントの目的・プロセス
④-2高齢者アセスメントの枠組

資料とテキストの熟読

⑤-1高齢者ケアのための課題分析の方法と理論の概略
⑤-2高齢者の状況と看護の役割について関連する事柄を抽出

資料とテキストの熟読

⑥-1高齢者の状況と看護の役割について抽出した事柄を統合

事前に看護の役割について抽出
した事柄をカードに記載してくる

⑦-1加齢による心身の変化および社会的側面からみた高齢者の状況
⑦-2高齢者看護の役割

グループ発表に準備

⑧-1認知症ケアのあり方
⑧-2齢者の尊厳を護るケアのあり方

資料とテキストの熟読

まとめおよび試験

使用テキスト：
北川公子 他：老年看護学，医学書院
厚生労働統計協会：国民衛生の動向（2016／2017年版）

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
身近にいる高齢者の生活から学ぶ努力を期待します。

その他参考文献など：

小児看護学概論
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看護学科

１年

科目名： 小児看護学概論
単

位
１

担当教員 氏名： 堅田 智香子

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

授業科目の学習教育目標の概要：
①小児の特徴と小児看護の概念を理解する
②小児各期の子どもの成長発達、家族の特徴を理解する
③身体的・心理社会的発達とそれをサポートする家族・社会システムと課題を理解す
る。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
１． ２．
学習教育目標
（福短マトリックスで示される番号）

備考

キーワード
発育・発達・成長
子どもの最善の利益
子どもと家族
発育の評価
３． ５． ６． ７． ８．

Ａ 知識・理解力

正常な子ども成長・発達を理解し、さまざまな健康レベルの知識を獲得する

Ｃ 論理的思考力

子どもの身体的・心理社会的成長発達とそれをサポート役割・支援のあり方を整理する

Ｄ 問題解決力

「子どもと家族の最善の利益」について考え今日の課題について理解する

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ５０ ％

レポート： ４０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：
本科はアクティブ・ラーニングの一環としてグループワークを取り入れ、小児と家族の思いを体験しながら進め、学生の積極的な
参加姿勢や努力を10%評価する。また、授業は反転授業として事前に学生のプロジェクト学習に主眼を置いて展開する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 授業終了後の確認レポート・授業では課題ﾚﾎﾟｰﾄ提出し、第８回目以降に授業評
価としてﾃｽﾄを実施する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック:事前課題やレポート提出後コメント等を返し、フィールドバックする。
授 業 計 画

事前・事後の学習課題
【事前】小児に関する新聞から小児の状況を知
る
【事後】小児看護の目標 子どもの権利とは

①小児看護の特徴と理念 （オリエンテーション）

【事前】こどもの頃を思い出してみる
【事後】小児の成長・発達の特徴を述べられる
【事前】前期の「代謝と栄養」を確認
【事後】小児の栄養と成長・発達の評価法を述べ
られる

②自己の成長を振り返る・母子手帳の活用
③小児の成長発達
発達の原理原則

成長発達に影響する因子 発達の評価

④⑤発達段階別の小児とその家族の特徴と看護、アセスメント

【事前】第4章～第6章 熟読
小児ウオッチングから小児の発達の特徴を知る
【事後】乳児期～思春期・青年期までの基本的
な成長・発達の理解

⑥小児の発達と愛着形成

【事前】小児期における愛着形成前回の講義を
振り返る
【事後】体験から愛着形成の過程を進化する
【事前】第7・8章熟読、
小児と取り巻く社会状況を新聞から読み解く
【事後】保健・福祉・教育・地域との関連の理解

⑦・⑧小児と家族を取り巻く社会の理解、小児看護の課題、まとめ

授業内容の確認とまとめ

授業との進度により内容を変更します、必ず事前に掲示版を確認ください
使用テキスト：
系統看護学講座22小児看護学概論 小児臨床看護総論 小児看護学[１] 医学書院

その他参考文献など：
授業の中で示します

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・日常生活の中でのニュースや身近な子どもやその家族に関心を向けて観察してください。
・「子どもの最善の利益」を目指した、小児看護の役割・支援のあり方を考えていきましょう。
・知識として、看護師国家試験の過去問題レベルの理解は単位認定には必要不可欠な条件です。

母性看護学概論

29看1_26母性概論.xlsx
看護学科

１年

科目名： 母性看護学概論

担当教員 氏名： 北濵 まさみ

位 開講時期（年次・期）

単
１

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

母性看護学は女性のライフサイクルと女性をとりまく環境を理解し、母性
看護に必要な能力の習得を目指す。
本講では母性看護学の導入として、母性および母性看護学の概念を理
ライフサイクル、女性、労働、性、
解し、母性看護の基本的な考え方について学習する。
また、母性看護の対象はあらゆる人づくりの基礎をなす広義の母性であ 生殖
る。女性の一生にわたる母性機能の発達とその時期に応じた健康問題に
ついて看護学とその関連領域の概念枠組みを用いながら理解を深める。
さらに統計から見た母性看護の動向をさぐり課題を考える。
授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５

Ａ 知識・理解力

母性看護の基礎的知識を理解する。

Ｂ 専門的技術

母性看護の対象把握の技術を理解する。

Ｄ 問題解決力

自身のライフステージを基にライフサイクル各期の女性について考える。

Ｅ 自己管理力

自身の性機能の健康管理をする。
受精による生命の再生産について深く考える。

Ｇ 倫理観
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ８０ ％

レポート： １０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：グループラーニング・作業を行います。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 授業ガイダンスでレポート課題を提示します。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポート返却時にコメントを提示します。
授 業 計 画
①母性看護学の基盤となる概念
②母性看護学の対象を取り巻く社会の変遷と現状
③母性看護の対象の理解・性機能と妊娠
④母性看護の対象理解・マタニティサイクル
⑤女性のライフサイクルと看護
⑥世界における母性看護・リプロダクテイブヘルスケア
⑦様々な母性看護の対象・ジェンダー
⑧まとめ

使用テキスト：
①系統看護学講座；専門分野Ⅱ 母性看護学概論 母性看護学［1］

事前・事後の学習課題
シラバス・テキストの熟読
国民衛生の動向熟読・課題
テキストの熟読
発達看護概論の復習
テキストの熟読
テキストの熟読
課題の復習
発達看護概論の復習

その他参考文献など：国民衛生の動向

②母子健康手帳

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
女性、子ども、家族、社会について歴史の視点からの読書をすすめます。
映像資料を用いての授業を行いますので、事前にテキストを熟読してください。

基礎看護学実習Ⅰ

29看1_27基礎実習Ⅰ .xlsx
看護学科

１年
担当教員 氏名：
小出えり子、堅田智香子、
村田美代子、蘭直美、中田智子、中井里江、
今村葉映 他

科目名： 基礎看護学実習Ⅰ
単

位
１

開講時期（年次・期）
１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

専門科目

実習

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード
・病院の概要
病院での実習を通して医療施設と医療従事者及び患者の生活の概要を知る。
・医療従事者
また、生活行動に障害のある入院患者の生活援助の実際を学び、今後の学習
・基礎看護技術
へのイメージ形成と動機付け強化をねらいとする。（臨地実習）
・生活行動援助技術
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
２． ５． ６． ９
学習教育目標
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力
Ｂ 専門的技術
Ｃ 論理的思考力

・実習病院の特徴と地域における役割を述べることができる
・病院に働く人々とその役割について述べることができる
・看護師として必要な知識・技術・態度についてイメージする
・入院患者に提供されている生活援助項目を見学・一部実施できる
・バイタルサイン測定の基本的方法が実践できる
・患者の入院前の生活と入院後の生活の違いについて述べることができる
・患者の現在の生活における不都合について述べることができる

Ｆ チームワーク・リーダーシップ ・グループメンバーと協力して実習を進めることができる
Ｈ コミュニケーション力

・病院職員や受け持ち患者と良好な人間関係を築くことができる

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：
以下により総合的に評価する。
・出席状況 ・実習記録類 ・課題レポート ・実習中の学習態度
＊提出物は期限を厳守すること
＊原則として遅刻、欠席は認めない
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 担当教員が毎日記録や学習状況を確認し指導を行い、内容お
よび取り組み姿勢に対して評価する。
事前・事後学習課題
授 業 計 画
1年次 前期 1単位 ： 45時間
実習施設：
・ 富山協立病院
・ 厚生連高岡病院
・ 高岡ふしき病院
・指定の事前学習内容について
記録用紙に記録する
・ 射水市民病院
・生活行動援助技術の修得
・ 済生会富山病院
＊詳細については実習要項に記載
・ 金沢医科大学氷見市民病院
・ 西能病院
・真生会富山病院
・八尾総合病院
使用テキスト：

その他参考文献など：

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：初めての実習となりますので、体調を整えて実習に臨めるようにしてく
ださい。学習や記録の仕方、患者さんや実習施設職員との関わり方等、知識・技術・態度について考える実習として
ください。

人間関係論

29看1_28人間関係論.xlsx
看護学科

１年

科目名： 人間関係論
単

担当教員 氏名：

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

必修

前期

授業科目の学習教育目標の概要：
・人間関係論は、人間性心理学（交流分析）を中心に学習し、講座を通じて「自他を受け入れ
認められる人」「人と親密に係ることができる人」を目指す。
・自己のパーソナリティの認識と改善、他者への気づきと円満な対応、状況と相手に相応し
い対話選択、効果的なストローク（ふれ合い）交換、自己の感情や行動の傾向に気づいて改
善する。
・交流分析スローガン「人は誰でもOKである。過去と他人は変えられない。変えられるのは
未来と私。自分が変われば相手が変わる。」

尾山 敦子、長島 裕美
備考
交流分析士２級受験資格

キーワード
・人間性心理学 ・人間力
・交流分析（TA）
・エゴグラム
・パーソナリティ理論
・コミュニケーション法
・対話・傾聴・ストローク

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

学習教育目標

１． ２． ３． ５． ６． ７． ８． ９． １０

Ａ 知識・理解力

・自己のパーソナリティ認識と成長法

Ｅ 自己管理力

・人生の構えのゆらぎと改善、・人生脚本の書き換え等

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

自他のパーソナリティを認識した係り方・対話パターンの改善（傾聴法、アサーション、ロール
レタリング含む）・ストローク授受の改善

Ｇ 倫理観

・自他受容（人は誰でもOKである。人は誰でも考える力をもっている。）

Ｈ コミュニケーション力

・エゴグラム分析、 ・対話パターンの改善、

・ストローク授受の改善

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ９０ ％

レポート：

％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：アクティブラーニングの一環としてグループワーク、発表を行なう。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： ７回目に中間テストを実施する。
14回目授業で期末テストを実施する。（テスト・レベルは上述の到達目標による。）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： テストについては次回にフィードバックをし、確実な講義内容の修得と、支援活動
における実践力養成につなげる。なお希望者には随時個別面談を行う。
授 業 計 画
事前･事後の学習課題
①【尾山】人間関係論とは何か 人間関係論の必要性と目的 自己紹介（グループワーク）
【事前】テキストの該当箇所を読む
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
③【尾山】「今、ここ」でのパーソナリティ（自我状態の機能分析その１）
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
④【尾山】「今、ここ」でのパーソナリティ（自我状態の機能分析その２ エゴグラム心理分析） 【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑤【尾山】「今、ここ」でのパーソナリティ（自我状態の機能、肯定的側面と否定的側面）
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑧【尾山】自我状態の改善による自他への肯定的人間関係の構築
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑦【尾山】人間関係論の概要と自我状態のまとめ 中間テスト
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑧【尾山】中間テストのフィードバックと対話分析その１ 対話分析とは何か
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑨【長島】対話分析その２ 刺激と反応による対話の三つのパターン
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑩【尾山】対話分析その３ 対話パターンの改善と支援活動における事例研究
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑪【尾山】ストロークとは何か その重要性と効果・ストロークの種類
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑫【尾山】ストローク経済の法則とディスカウント
【事後】復習
【事前】テキストの該当箇所を読む
⑬【尾山】ストロークの授受の改善（アクティブリスニングトレーニング）
【事後】復習

②【尾山】自我状態とは何か 自我状態の構造分析

⑭【尾山】ストロークのまとめと期末テスト
⑮【尾山】期末テストのフィードバック、人間関係論のゴール「自律性の獲得」と支援活動の
在り方

【事前】テキストの該当箇所を読む

使用テキスト： 「交流分析士2級テキスト」「交流分析士2級TAシート」（NPO法 その他の参考文献など：
人日本交流分析協会発行）、プリント
TA TODAY 最新・交流分析入門 I･スチュアート 著
V･ジョインズ 著（実務教育出版）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：「自分を受け入れ、人をも受け入れることができる人」「自他のパーソナリティを認識し、
それにふさわしい対応ができる人」を目指す。人にとって人間性豊かな係わりは、何物にも代え難く有り難い励ましである。人間関係
論は、今後の人生を通じて、色々な場面で、いつも役に立つ。人間関係論（交流分析）は心理カウンセラーへの導入路でもある。
「人間関係論」と後期の「コミュニケーション論」の両方を受講した人には、2月頃実施のNPO法人日本交流分析協会「２級交流分析
士」（登録商標）の受験資格が与えられる。

倫理学

29看1_29倫理学.xlsx
看護学科

科目名：
単

位
２

１年

倫理学

担当教員 氏名：

開講時期（年次・期）
１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

後期

宮島 光志
備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

哲学者のソクラテスは、「大切なのは単に生きることではなく、善く生きることである」と
教えました。この授業では人間の生と死をめぐる倫理問題を検討し、複雑な現代社会 ・倫理 ・間柄 ・いのち ・人生
で「善く生きる」とはどういうことかを考えます。生命の神秘、いのちの尊さなどについて
自分なりに考えながら、人間に対する理解を深めて、看護やケアに従事することの責 ・人間の尊厳 ・ケア ・死生観
任を自覚してもらいます。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ６． ７． １０

Ａ 知識・理解力

いのちの尊さ、死の哲学的意味と死をめぐる倫理的な諸問題を理解する。

Ｃ 論理的思考力

何が善であり、倫理的に正しいことであるかを、論理的に（根拠に基づいて）考察する。

Ｄ 問題解決力

倫理的な諸問題を見極めて、その解決に向けて道筋を立てることができる。

Ｇ 倫理観

医療倫理の全体像を理解し、患者とその家族の人権を守るために、看護師という立場で倫
理的に行動できる。

Ｈ コミュニケーション力

患者とその家族の声に耳を傾けて、共感と思いやりをもって援助できる。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ７０ ％

レポート：

％

発表： ３０ ％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：本科目は、アクティブ・ラーニングの一環として、ビデオ教材などを用いた事例検討（問題発見と課題解決）を６回、グ
ループ・ワークとして実施します。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 小テスト（復習）を４回、グループ・ワークによる「事例検討」とその成果発表を６回、
そして最終回に最終テスト（総まとめ）を実施します。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：小テストを４回行い、採点し返却する。
授 業 計 画
①生と死の倫理学を学ぶ意義：「死を見つめて生きる」覚悟とは？

【事後】①の復習（以下【事後】は省略）

②ガン告知：倫理的な諸問題の概観

【事前】教科書２５頁から３８頁を読む。

③ガン告知：事例検討（ドラマ教材「ほんとうのこと」）

【事前】グループ編成の方法を検討する。

④インフォームド・コンセント（ＩＣ）：倫理的な諸問題の概観

【事前】教科書３８頁から５０頁を読む。

⑤ＩＣ：事例検討（ドラマ教材「セルフコントロール」）；小テスト(1)

【事前】小テストの準備（②③の範囲）

⑥ホスピス・ケア：倫理的な諸問題の概観

【事前】教科書５０頁から６９頁を読む。

⑦ホスピス・ケア：事例検討（新聞記事を活用する）；小テスト(2)

【事前】小テストの準備（④⑤の範囲）

⑧徳倫理について：ビデオ教材「徳こそ道徳の源なのか？」を検討する

【事前】配布資料（徳倫理の説明）を読む。

⑨安楽死と尊厳死：倫理的な諸問題の概観

【事前】教科書７７頁から９０頁を読む。

⑩安楽死と尊厳死：事例検討（ドラマ教材「春の約束」）；小テスト(3)

【事前】小テストの準備（⑥⑦の範囲）

⑪脳死と臓器移植：倫理的な諸問題の概観

【事前】教科書９１頁から１２５頁を読む。

⑫脳死と臓器移植：事例検討（ドラマ教材「ぬくもりの境界線」）

【事前】小テストの準備（⑨⑩の範囲）

⑬出生前診断と障害児の生命権：倫理的な諸問題の概観；小テスト(4)

【事前】教科書１３６頁から１５８頁を読む。

⑭出生前診断と障害児の生命権：事例検討（ドラマ「わたしたちの選択」）

【事前】⑪～⑬の学修内容を整理する。

⑮テストおよびまとめ：生命の誕生と終焉に臨む倫理学と看護実践

【事前】最終テストの準備をする。

使用テキスト：
小松奈美子『〔改訂版〕医療倫理の扉―生と死をめぐって』（北樹出版，
2012）

事前･事後の学習課題

その他参考文献など：
川本隆史(編集)『ケアの社会倫理学―医療・看護・介護・教育を
つなぐ』（有斐閣，2005）、清水哲郎ほか(編集)『人生の終わりを
しなやかに』（三省堂，2012）

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
授業の予習と復習は当然のことですが、特に講義時間内に実施する「グループ・ワーク」（事例検討）にしっかり取り組んでもらい
たいと思います。

心理学

29看1_30心理学.xlsx
看護学科

１年

科目名： 心理学

担当教員 氏名： 坂本 美奈子

位 開講時期（年次・期）

単
２

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード
家族地図
心理学の領域
心理学の概論に関する知識の習得と看護・福祉の現場に役立てる心理学
認知・感情・行動
的応用を学ぶ
患者の心理
看護の心理
授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

人間の理解を深める

Ｄ 問題解決力

自己理解を深める

Ｅ 自己管理力

現場に適応できる力を養う

１． ２． ３． ５．

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする

テスト：

％

レポート： ４０ ％

発表： ４０ ％

実技試験：

％

その他： ２０ ％

特記事項：
その他20％は授業の出席状況と受講態度による
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポートにコメントや成績をつけて返却する。
授 業 計 画
①オリエンテーション
②自己理解を深める①
③自己理解を深める②
④心理学の実習１（欠点を長所に生かす）
⑤コミュニケーションスキル①アケ―ショントレーニング
⑥コミュニケーションスキル②倫理療法
⑦心理学の実習２（人生曲線）
⑧ストレス対策（認知療法）
⑨スキーマの修正
⑩家族地図を作る
⑪家族地図を発表する①
⑫家族地図を発表する②
⑬構成的エンカウンター①
⑭構成的エンカウンター②
⑮総括

使用テキスト：
特に使用しません。プリントを配布します。

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
第10回目には、ハサミとのりを持参すること

事前・事後の学習課題
毎回の事後学習として、授業で学ん
だことを通して、自己肯定感と他者肯
定感をバランス良く高めるにはどの
ようにすれば良いか練習（実践）して
いきましょう。

その他参考文献など：
・嫌われる勇気―自己啓発の源流「アド
ラー」の教え（ダイヤモンド社）
・幸せになる勇気―自己啓発の源流「アド
ラー」の教えII （ダイヤモンド社）

運動生理学

29看1_31運動生理学 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 運動生理学
単

担当教員 氏名： 小野寺 孝一

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

人体の仕組みについて科学的に理解し、幅広い知識を持って健康・体力づくりにつ
いて理解し、実践できるようにする。特に生活習慣病予防や介護予防の運動処方や 運動・健康・生理学
実践方法について理解を深める
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

２． ３． ６． ７．９

Ａ 知識・理解力

人体の仕組みについて生理学的に理解ができる。

Ｂ 専門的技術

人体の仕組みについて生理学的に理解し、医学（看護）と運動を関連付けることがで
きる。

Ｄ 問題解決力

疾病や予防のために必要な健康・体力づくりについて生理学的に理解できる。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ７０ ％

レポート： ３０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 9回目に中間評価、15回目に全体振り返りを実施します。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：毎回ノートの確認時にコメントシートを渡す。
授 業 計 画
①オリエンテーション・健康クイズ
②健康・体力づくりについて①（幼児～高齢者）
③健康・体力づくりについて②（幼児～高齢者）
④体力の概念
⑤体力測定の実践（有酸素系体力測定の実施）
⑥運動とスポーツの背景①～神経・筋肉・エネルギーについて～
⑦運動とスポーツの背景②～呼吸循環・酸素運搬～
⑧運動とスポーツの背景③～環境・栄養～
⑨中間評価とまとめ
⑩生活習慣病と運動
⑪介護予防と運動
⑫運動指針と運動処方
⑬ウェイトコントロール
⑭効果のあるトレーニングについて
⑮全体振り返りとノートの提出
使用テキスト：
随時プリント等で配布します。

事前･事後の学習課題
【事後】いまの自分の知識を理解する
【事後】自身のこれまでの健康・体力づくりについて
【事後】健康・体力についてまとめる
【事後】体力に関するキーワードを書き出す
【事後】自分の体力について評価する
【事後】運動と神経・筋肉・エネルギーを理解する
【事後】運動と呼吸循環・酸素運搬を理解する
【事後】運動と環境・栄養にを理解する
【事後】前半部分での疑問点を書き出す
【事後】生活習慣病に関する知識をまとめる
【事後】介護予防に関する知識をまとめる
【事後】運動指針と処方に関する知識をまとめる
【事後】ウェイトコントロールの方法をまとめる
【事後】自分自身のトレーニング方法を決める
【事後】看護現場で役立つ運動知識をまとめる

その他参考文献など：
・健康・運動の科学（講談社）
・運動とスポーツの生理学（市村出版）

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・演習として実技を行う場合もあります。運動服・うちばき等が必要になります。

現代の文学

29看1_32現代の文学.xlsx
看護学科

１年

科目名： 現代の文学
単

位
２

担当教員： 山本 裕世

開講時期（年次・期）
１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
現代の多様な価値観の中を生きる私たちは、ともすると生きる意味を見失いが
ちになる。「現代の文学」では、文学作品を通して、より良く生きるためのヒントを
読書の楽しみ 考える楽しみ
探し求めながら、作品を通していろいろな人生を体験し、感動を味わいながら、
生きる意味をゆっくり考える時間を持ちたい。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１．２．３．４．５．７．８．
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力

読書の面白さを体験する。

Ｃ 論理的思考力

作品に対する自分の解釈の仕方を発表する。

Ｄ 問題解決力

その問題に対するいろいろな解決方法を模索する。

Ｅ 自己管理力

困難に直面しても前向きに生きるための心の持ち方を学ぶ。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート： ５０ ％

発表： ２０ ％

実技試験：

％

その他： ３０ ％

特記事項：上記「その他：30％」では、j授業態度、出欠状況、授業への積極性を評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 第7回目で、課題レポートの提出を課す。第15回目（最終回）では、講
義を通して得た知識や意見等をまとめたレポートを課す。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：課題レポートにコメント、採点結果を添付後、返却。
授 業 計 画
①友だちについて考えるⅠ 友だちに求めるもの
②友だちについて考えるⅡ 友だちを裏切る時、友だちに裏切られる時
③自分とは何か
④他人とは何か
⑤体をどうとらえるか
⑥心はどこにあるのか
⑦孤独を感じた時
⑧自分に自信が持てなくなった時
⑨家族について考える
⑩社会について考える
⑪仕事と生活について考える
⑫本物と偽物について考える
⑬死をどう考えるか
⑭人生の意味について考えるⅠ
⑮人生の意味について考えるⅡ
使用テキスト： 資料として、プリントを配布する。

事前･事後の学習課題
【事前】資料に目を通しておく
【事後】①②をまとめる
【事前】資料に目を通しておく
【事後】③④をまとめる
【事前】資料に目を通しておく
【事後】⑤⑥をまとめる
【事前】資料に目を通しておく
【事後】⑦⑧をまとめる
【事前】資料に目を通しておく
【事後】⑨⑩をまとめる
【事前】資料に目を通しておく
【事後】⑪⑫をまとめる
【事前】資料に目を通しておく
【事前】資料に目を通しておく
【事後】⑬⑭⑮をまとめる

その他参考文献など：
新潮・角川・集英社など各社刊行文庫

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：講義の中で紹介する作品は、時間が許す限り積極的に読んでほしい。
また、授業で取り上げてほしい作品や問題がある場合は、積極的に提案してほしい。

現代の科学

29看1_33現代の科学 .xlsx
看護学科

１年

科目名： 現代の科学
単

担当教員 氏名： 中野 愼夫

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

授業科目の学習教育目標の概要：
現代の科学技術の進展には著しいものがあり、それによって大きく社会環境が変化
してきている。科学技術は生活をより便利にし、より効率的に活動できるようになる反
面、人間関係が希薄になったり、自然環境の悪化などの問題点も出てきている。この
科目では、主に医療・福祉の分野に関わる科学技術の発展経緯を学習するとともに、
科学技術とどのように関わって行くかを考察する。

備考

キーワード
科学技術、
ネットワーク技術と社会、
情報端末技術、
ロボット技術、
ゲノム技術
断層撮影技術

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ５． ７． ８

Ａ 知識・理解力

①身近な科学技術の発展状況と社会の関わりについて理解する。

Ｃ 論理的思考力

②科学技術が生活にどのように役立っているか、またその課題を考察する。

③科学技術による身近な各種課題・問題について、討論をとおして解決・対処方法を考
える。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｄ 問題解決力

テスト：

％

レポート： ４０ ％

発表： ２０ ％

実技試験：

％

その他： ４０ ％

特記事項：本科目はアクティブ・ラーニング形式をとり入れている。３～４人のグループ作成し、授業中にグループ討論を実施
し、討論結果をまとめる。さらに前半と後半２回、グループごとで、事前に与えられてテーマについて発表し、全員で討論を行
う。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 適宜課題を出し、レポートの提出を求める。講義の最終回に筆記試験を行う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： レポートについては評価、コメントを付して学生に返却する。
授 業 計 画
① 科学技術の発展と課題
② 科学技術の未来
③ ネットワーク技術の基本編
④ ネットワーク技術の応用編
⑤ 情報端末技術の構成
⑥ 情報端末技術の応用
⑦ これからのネットワーク社会に関する発表・討論
⑧ 医療・福祉とロボット技術の基礎
⑨ 医療・福祉とロボット技術の応用例
⑩ ゲノム技術とは
⑪ 断層撮影技術とは
⑫ 医療・福祉システムとこれからの社会
⑬ 「医療・福祉と科学技術」をテーマに発表・討論1回目
⑭ 「医療・福祉と科学技術」をテーマに発表・討論2回目
⑮ 全体討論とまとめ

使用テキスト： 適宜参考資料を配布する。

事前・事後の学習課題
【事前】参考文献を読む
【事後】①の復習
【事前】参考文献を読む。
【事後】②の復習
【事前】ネットワーク技術について調べる
【事後】③の復習
【事前】ネットワーク技術について調べる
【事後】④の復習
【事前】携帯端末技術について調べる
【事後】⑤の復習
【事前】携帯サービスについて調べる
【事後】⑥の復習
【事前】情報化社会の将来について調べる
【事後】⑦の復習
【事前】ロボット技術について調べる
【事後】⑧の復習
【事前】ロボット技術の応用について調べる
【事後】⑨の復習
【事前】ゲノム技術について調べる
【事後】⑩の復習
【事前】断層撮影技術について調べる
【事後】⑪の復習
【事前】医療・福祉情報システムについて調
べる 【事後】⑫の復習
【事前】討論会の準備をする
【事後】⑬の復習
【事前】討論会の準備をする
【事後】⑭の復習
【事前】これまで学習した科学技術について
復習しておく 【事後】⑮の復習

その他参考文献など：
2100年の科学ライフ（ＮＨＫ出版）
医療情報システム（Ohmsha)など
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：はじめの講義時間で詳細に述べる。

現代の社会

29看1_34現代の社会.xlsx
看護学科

１年

科目名： 現代の社会
単

担当教員 氏名： 後藤 亜季

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

備考

キーワード

授業科目の学習教育目標の概要：

無人島で誰ともかかわらずに生きない限り、私たちは必ず、いずれかの社会に属して生活する
ことになる。社会にはルールが存在するが、その中でも特に重要となるルールが法律である。
国家（社会）のしくみ・生活・憲法・人権・
講義では、社会人として知るべき社会のルール＝法律の基礎を知り、理解することを目標とす
民法・刑法・裁判員裁判
る。なお、生活上及び看護に関して必要な憲法（人権）、民法、刑法知識の獲得のため、これら
を特に重点的に取り扱う。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

２．５．８．１０

Ａ 知識・理解力

社会生活上で必要な法律的知識の獲得と理解ができる

Ｃ 論理的思考力

法的な考え方（リーガル・マインド）の習得ができる

Ｄ 問題解決力

社会生活上生じる様々な法的問題を解決するために、獲得した法律的知識やリーガル・マイン
ドを使うことができる。

Ｅ 自己管理力

法的知識の活用により、社会生活上生じる様々な紛争を回避することができる

Ｇ 倫理観

法律知識の獲得により、人権に対する正しい理解を得、看護学習に活かすことができる

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ９０ ％

レポート： １０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：授業中のこちらから発言を求めた場合、これに対する発言は発言点となる。また、授業参加を求められた場合に、積極的に
授業参加をしたときには、授業参加点となる。発言点や授業参加点は、テストで獲得した点数に加算され、合計点で成績評価を行うこと
とする。なお、授業計画は周知の上変更することがある。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 中間レポートを課す。また、第15回目の授業時にテストを実施する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 採点して返却する。模範回答を配布する。
授 業 計 画
①ガイダンス・法律学基礎
②法律学の基礎
③生活上生じた紛争解決のために―民法①（法律行為・行為能力）
④生活上生じた紛争解決のために―民法②（契約・債権概論）

事前･事後の学習課題
【事前】自分の身の回りにある・見聞きした法律
的事件を確認する
【事前】法律の種類を調べるとともに、裁判制度
について確認してくる
【事後】生活上、自分が行っている法律行為を
確認する
【事後】生活上、自分が行っている契約につい
て、契約から生じた債権債務について確認する

⑤生活上生じた紛争解決のために―民法③（債務不履行などの履行障害）

【事前】債権の効力を確認する

⑥医療に関して生じる紛争回避のために―民法④（信義則上の義務）

【事後】契約によって生じる義務と信義則上の義
務の違いを確認する

⑦犯罪と法―刑法①（刑事法概論）

【事前】犯罪に関するニュースを読む

⑧犯罪と法―刑法②（犯罪とは何か）

【事後】犯罪とは何か、犯罪の成立要件を確認
する

⑨犯罪と法―刑法③（医療に関する事件）

【事前】医療に関する刑事事件を調べてくる

⑩人権-憲法①（国家の仕組みと憲法）

【事前】憲法とはどのような法律か調べてくる

⑪人権―憲法②（憲法13条と14条）

【事前】第10回授業内容の確認

⑫人権―憲法③（自己決定権と医療）

【事前】第11回目授業内容の確認

⑬人権ー憲法④（自己決定権と生殖補助医療）

【事前】第10回、11回授業内容の確認

⑭社会福祉のための法

【事前】社会福祉とは何か調べてくる

⑮まとめ

【事前】第１～14回までの授業内容を確認してく
る

使用テキスト：

その他参考文献など：
・高校生からの法学入門(中央大学法学部）
・伊藤真の法学入門 講義再現版（日本評論社）

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：レジュメを配布し、レジュメに従って授業を行います（教科書は授業中に使いません）。法
律は難しく思う人も多いようですが、皆さんにとっても大切で、また慣れてしまえば面白い学問です。できるだけわかりやすく、楽しく授業
を進めていきたいと思っています。意欲的な参加を期待します。なお、受講者の希望に合わせて内容を変更することがあります。

現代の子どもたち
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看護学科

１年

科目名： 現代の子どもたち
単

担当教員 氏名： 堅田智香子・若瀬淳子

開講時期（年次・期）

位
２

１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

選択

後期

授業科目の学習教育目標の概要：

備考

キーワード
成長・発達
子どもの権利条約
世界の子どもたち
保育・あそび

①未来を担う子どものための法制度や「子どもの権利条約」について学習する。
②子どもたちが生存し、発達し、保護され、尊重されていない世界の現状を述べる。
③現代の子どものあるべき姿と課題について述べる。
④子どもの権利を遵守する技術を獲得する。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

１． ２． ５． ６． ９

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

「子どもの権利条約」を理解する

Ｃ 論理的思考力

グローバルに子どもたちの置かれている現状にについて考える

Ｄ 問題解決力

身近な子どもの保育や教育等を理解し、情報を得て問題をアセスメントする

Ｇ 倫理観

子どもの現状の課題と看護師としての自分の役割を考える

Ｈ コミュニケーション力

自分の考えを他者に伝え、友達の意見を受け入れることができる

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート： ４０ ％

発表： ３０ ％

実技試験：

％

その他： ３０ ％

特記事項：その他３0%は、取り組む姿勢や参加意欲を評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 単元ごとに指示する。オムニバス形式であるため単元ごとの終了時に習得状況をレポートにて
確認する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：発表やディスカッションの中で、調べ学習などの事前課題について、コメントを返していく。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①【若瀬】ガイダンス「子どもの権利」先進国・発展途上国・日本との比較

【事後】参考図書からの子どもの権利についての復習

②【若瀬】子どもたちにとっての「最善の利益とは何か」を考える

【事前】子どもの権利に関する記事調べ

③【若瀬】子どもの権利（自分の成長過程を振り返る）

【事前】自分史年表記入

④課外【堅田・若瀬】子どもの権利（活動・発達・遊び） 大島絵本館：絵本「自分史」作りを学ぶ

【事前】【事後】幼少期の思い出の整理

⑤【堅田・若瀬】子どもの権利（活動・発達・表現） 絵本「自分史」作り

【事前】【事後】自分史作りの材料集め

⑥【堅田・若瀬】子どもの権利(活動・発達・表現） 絵本「自分史」作り

【事前】【事後】自分史作りの材料集め

⑦【堅田・若瀬】子どもの権利(活動・発達・表現） 絵本「自分史」作り

【事前】【事後】自分史作りのまとめ

⑧【堅田・若瀬】子どもの権利(表現） 自分史の発表と語り

【事前】語りの練習 【事後】学びのレポート

⑨課外【堅田・若瀬】発達年齢に合わせた遊びの実際を見学（活動・発達）
遊びの発達を理解する 西部保育園
⑩【堅田・若瀬】子どもの権利（遊びと学習） 発達に合わせたおもちゃを考える
グループ活動

⑪【堅田・若瀬】子どもの権利（遊びと学習） 発達に合わせたおもちゃ作り
グループ活動

⑫【堅田・若瀬】子どもの権利（遊びと学習） 作成したおもちゃ遊びの学内での発表
グループ活動

⑬課外【堅田・若瀬】豊かな創造性の育成（発達） 作成したおもちゃ遊びの実際
グループ活動 西部保育園

⑭【堅田・若瀬】豊かな創造性の育成（発達） 作成したおもちゃ遊びの実際の振り返り
グループ活動

⑮【若瀬】子どものアドボケイト(権利の擁護者)としての役割
使用テキスト：
・国民衛生の動向(厚生統計協会)

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・子どもの最善の利益について、日本にとどまらず、世界を見る。
・郊外学習での入館料等、一部自己負担を要する場合があります。

【事前】子どもの発達段階による特徴
【事前】発達に合わせたおもちゃ調べ
【事前】おもちゃの材料集め、プレゼン準備
【事前】プレゼン準備
【事前】プレゼン練習
【事後】学びのレポート
【事前】子どもの権利を守るための支援を考える

その他参考文献など：
・系統看護学講座 小児看護学概論 小児看護学①医
学書院
・世界子供白書

地域つくりかえ学
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看護学科

１年
担当教員 氏名： 川目 俊哉、北澤 晃、
宮嶋 潔、 他

科目名： 地域つくりかえ学
単

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合必修科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

主体的に地域の課題を学び、その解決のために必要な目標を設定し、具体的に
「ひと・こと・もの」（地域社会）に関わる行動に移し、自身を「つくり、つくりかえ、つく
る」実践力を高める。

教育目標「つくり、つくりかえ、つく
る」、『私』宣言、地域社会に生きる
「私」、実践躬行

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ７． ８． １０．

Ｄ 問題解決力

問題を同定し、解決に必要な情報を収集・分析・整理し、その問題を解決できる。

Ｅ 自己管理力

地域社会の「ひと、こと、もの」に働きかけ自己を律して行動できる。

Ｇ 倫理観

自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

【市民としての社会的責任】義務と権利を適正に行使しつつ、地域社会に生きる「私」
になる

【生涯学習力】自ら設定した目標（『私』宣言）に対して、それを行動に移し、「つくり、
つくりかえ、つくる」の実践力を持つ。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする

Ｃ 論理的思考力

テスト：

％

レポート： ３３ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ６７ ％

特記事項：
「つくりかえレポート」と年間の「週フォリオ」を含めた様々な問題への取り組み状況によって評価する。各ＡＤ教員が、ＡＤ学生の評価に
あたる。「つくりかえレポート」100点満点＋「週フォリオ」100点満点評価＋「自分づくりをすすめる意欲・態度」100点満点評価の合計を３
で割った平均を評価点とする。
本科目は、アクティブラーニングの一環として、前期中にボランティア活動を各学生1回以上行い、後期の｢親学」にて活動発表を行う。

ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 「課題レポート」は第7回に課す。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 週フォリオやレポ－トはADが添削し、学生に返却する。
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①【学科】建学の精神、５S活動、きときとコミュニティ・サポーターとしての社会貢
献

【事前】学生ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸp2-4
4月7日 【事後】週ﾌｫﾘｵ記載
【事前】学生ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸp5-7、未来を開く自己

②【川目・北澤】地域で活躍できる育成人材像とそのための独自の教育方法

4月14日 物語Ⅱを読む
【事後】週ﾌｫﾘｵ記載
【事前】ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動について調べる

③【宮嶋】ボランティア活動で自分発見

4月21日 【事後】週ﾌｫﾘｵ記載

④【特別講義】地域福祉について学ぶ

4月28日 【事後】週ﾌｫﾘｵ記載

⑤【特別講義】認知症サポーター養成研修

5月19日 【事後】週ﾌｫﾘｵ記載

⑥【特別講義】子育て支援について学ぶ

5月26日 【事後】週ﾌｫﾘｵ記載

【事前】地域と福祉について調べる
【事前】認知症の学習
【事前】子育て支援について調べる

⑦【蘭：訪問看護ステーション】在宅ケアにおける地域課題
⑧【学科】卒業生の「つくり、つくりかえ、つくる」に学ぶ

各学科・専攻にて実施

【事前】在宅ｹｱについて調べる

6月2日 【事後】週ﾌｫﾘｵとﾚﾎﾟｰﾄ記載
6月9日 【事後】週ﾌｫﾘｵ記載

【事前】アカデミック・スキルズ大学での学

⑨【学科】アカデミック・スキルズ 大学での学び方

各学科・専攻にて実施

5月10日 びを読む
【事後】週ﾌｫﾘｵ記載

使用テキスト：『未来をひらく自己物語Ⅱ ナラティヴ・トレーニングのすす その他参考文献など：
め』 せせらぎ出版／『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法 ・わかりやすいﾚﾎﾟｰﾄの書き方,照林社
・「笑顔の大家族このゆびとーまれ―「富山型」デイ
入門』 慶應義塾大学出版会
サービスの日々」惣万佳代子 水書房

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・本学で大切にしている学びの基礎とあり方を追求する。積極的な「つくり、つくりかえ、つくる」を目指そう。

親学
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看護学科

１年
担当教員 氏名： 竹ノ山圭二郎、毛利亘、
村田美代子、若瀬淳子、岡野宏宣、
藤井徳子、宮嶋潔

科目名： 親学
単

開講時期（年次・期）

位

１年次

１

後期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

講義

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

主体的に問題を持ち、その解決のために必要な目標を設定し、具体的に「ひと・こ 教育目標「つくり、つくりかえ、つく
と・もの」（地域社会）に関わる行動に移し、自身を「つくり、つくりかえ、つくる」実践 る」、『私』宣言、問題解決、社会規
力を高める。
範・ルール、義務と責任
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ７． ８． １０

Ｄ 問題解決力

問題を同定し、解決に必要な情報を収集・分析・整理し、その問題を解決できる。

Ｅ 自己管理力

地域社会の「ひと、こと、もの」に働きかけ自己を律して行動できる。

Ｇ 倫理観

自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。

【市民としての社会的責任】義務と権利を適正に行使しつつ、地域社会に生きる
「私」になる
【生涯学習力】自ら設定した目標（『私』宣言）に対して、それを行動に移し、「つくり、
Ｃ 論理的思考力
つくりかえ、つくる」の実践力を持つ。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
Ｆ チームワーク・リーダーシップ

テスト：

％

レポート： ３３ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ６７ ％

特記事項：
「つくりかえレポート」と年間の「週フォリオ」を含めた様々な問題への取り組み状況によって評価する。
各ＡＤ教員が、ＡＤ学生の評価にあたる。「つくりかえレポート」100点満点評価＋「週フォリオ」100点満点評価＋「自分づくりをすす
める意欲・態度」100点満点評価の合計を３で割った平均を評価点とする。

ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 「つくりかえ問題解決技法レポート」は第6回に課す。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
授 業 計 画
①【竹ノ山】親学とは
②【村田】親について
③【毛利】親学の実践：親自身が成長するために
④【学科・キャリア開発支援課】これからの「私」の展望（進路ガイダンス）
⑤【若瀬】親学の実践：子どもの人間性をはぐくむために
⑥【藤井】胎児期・乳児期・幼児期
⑦【岡野】児童期・思春期
⑧【宮嶋】ボランティア活動を通しての「私」の育ち（ボランティア活動発表）

事前･事後の学習課題
9月22日
9月29日
10月6日
10月13日
10月20日
10月27日
11月10日
11月17日

使用テキスト： 「親学」の教科書 －親が育つ 子どもが育つ－（PHP その他参考文献など：
研究所）、「親学」学習ワークブック（浦山学園出版部）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・本学で大切にしている学びの基礎とあり方を追求する。積極的な「つくり、つくりかえ、つくる」を目指そう。

富山コミュニティー論
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看護学科

１年
担当教員 氏名：炭谷、村井、境、北濵、村田、
堅田、寺西、今川、若瀬、小出、蘭、中田

科目名： 富山コミュニティー論
単

位
１

開講時期（年次・期）
１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

必修

後期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
主体的に地域の課題を学び、その解決のために必要な目標を設定し、具体的に「ひ 教育目標「つくり、つくりかえ、つく
と・こと・もの」（地域社会）に関わる行動に移し、自身を「つくり、つくりかえ、つくる」実 る」、『私』宣言、地域社会に生きる
践力を高める。
「私」、実践躬行
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１． ２． ３． ４． ５． ７． ８． １０．
（福短マトリックスで示される番号）
Ｄ 問題解決力

問題を同定し、解決に必要な情報を収集・分析・整理し、その問題を解決できる。

Ｅ 自己管理力

地域社会の「ひと、こと、もの」に働きかけ自己を律して行動できる。

Ｇ 倫理観

自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。

【市民としての社会的責任】義務と権利を適正に行使しつつ、地域社会に生きる「私」
になる
【生涯学習力】自ら設定した目標（『私』宣言）に対して、それを行動に移し、「つくり、つ
Ｃ 論理的思考力
くりかえ、つくる」の実践力を持つ。
成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

テスト：

％

レポート： ６０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ４０ ％

特記事項：
その他については、授業への積極的な取り組みとグループへの貢献度によって評価する。

ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
毎回、ADが計画と実施の報告を受け、指導する。
授 業 計 画
①【各学科】学修の進め方、地域社会に生きる「私」をつくる
②【各学科】地域調査の基本について学ぶ
③【AD】グループ編成、地域課題テーマの設定、情報収集、調査計画の作成
④【AD】グループ編成、地域課題テーマの設定、情報収集、調査計画の作成
⑤【AD】グループ編成、地域課題テーマの設定、情報収集、調査計画の作成
⑥【AD】連携機関との打ち合わせ
⑦【AD】調査計画の修正
⑧【AD】地域課題の実地調査
⑨【AD】地域課題の調査結果のまとめ
⑩【AD】地域課題の解決策の検討
⑪【AD】地域課題の解決策の検討
⑫【AD】学習成果のまとめ
⑬【AD】学習成果のまとめ

事前･事後の学習課題
【事前】ｼﾗﾊﾞｽの確認
【事前】ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸとは何
か調べる
【事後】②の復習
【事前】計画書の作り方を
調べる
【事前】各自ﾃｰﾏに関する
情報収集

【事前】計画書の確認

【事前】ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ(ﾒﾓ)の
整理

【事前】ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの技
法を調べる

⑭【AD】学習成果のまとめ

【事前】報告書の書き方を
調べる

⑮【全学科】学習成果報告会

【事前】発表準備
【事後】ﾚﾎﾟｰﾄ作成

使用テキスト：

その他参考文献など：佐藤郁哉：ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸの技法問を育てる、仮説をきたえる.
社会学やさまざまな領域の文献を探求的に探し参考にして
ほしい。

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・「地域つくりかえ学」で学んだことに基づいて地域課題に主体的に取り組む。積極的な「つくり、つくりかえ、つくる」を目指そ
う。

基礎英語
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看護学科

１年

科目名： 基礎英語
単

位
１

担当教員 氏名： Richard Curtis

開講時期（年次・期）
１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

For students to be able to hold a simple conversation, and to expand their
vocabulary. The course is to be offered in two groups, A and B, according to
the level of the students.

Basic English communication

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

１． ２． ５． ７． ８． １０

（福短マトリックスで示される番号）

Ａ 知識・理解力

Making the best use of what you have learned before plus trying to learn
something new will lead to better command of the language.

Ｆ チームワーク・リーダーシップ

Trying the best in playing your role is important in group activities.

Ｈ コミュニケーション力

Positive attitude without being afraid of making mistakes is a MUST in building
basic command of English.

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ３０ ％

レポート：

％

発表： ３０ ％

実技試験：

％

その他： ４０ ％

特記事項： Others will encompass classroom participation and attitude.
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： Group activities with presentations will be assigned in each period.
Schedule for assessment is shown below.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
授 業 計 画

事前･事後の学習課題

①Getting to know each other.
②All about you. -Asking questions-Information
③Exchanging information
④Review week 1 - Oral Presentation 1
⑤Past tense / Body parts / Symptoms
⑥Hospital Department and Specialist Names
⑦Giving Directions
⑧Important Questions for Patients (1)
⑨Important Questions for Patients (2)
⑩Review week 2 - Oral Presentation 2
⑪Reading the hospital map
⑫Asking questions - getting information
⑬Skit preparation
⑭Skit presentations and evaluations
⑮Overall review Test

使用テキスト：
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
E
h ld
t t t lk
h
th

その他参考文献など：

H

f ll

'll h

f

d

E li h ill i

基礎英語
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Everyone should expect to talk as much as they can. Hopefully we'll have fun, and your English will improve.

日本語表現

29看1_40日本語表現.xlsx
看護学科

１年

科目名： 日本語表現技法
単

位
１

担当教員 氏名： 篁 幸子

開講時期（年次・期）
１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

選択

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
文章表現の目的は自分の考えを他人に伝達するということである。ことばというのは
社会的な約束に支えられたものであるからその規範を自分の中にいかに取り入れて
いけるｶが問題となる。自分の手でペンを取って自己表現していくことは愉快なことで
あり尊いことと知る。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
学習教育目標
１． ２． ３． ４． ５． ７． ８．
（福短マトリックスで示される番号）
Ａ 知識・理解力

・ことばの機能（思考と伝達）を学び、ことばには魂の解放があることに気づく

Ｃ 論理的思考力

・わかりやすい素直な言語表現を学び、明快な文章を書けるようにする
・自分の内面を深く省察できる強さと時代の動きを敏感にとらえる精神の躍動性を育
てる

Ｈ コミュニケーション力

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ３０ ％

レポート： ５０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： ２０ ％

特記事項：
レポート「50％」はその都度作文小論文の提出のことであり、その他は授業中の態度、出欠状況より判断、テストは国語表
現能力を進度にあわせてする
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期：
2回目の講義のとき作文を書く
4回目のとき国語表現、漢字等の基礎的テスト実施
5回目のとき原稿用紙表記を兼ねてエッセイ提出
8回目のとき時事問題テーマに作文提出
10回目のとき日本語についての小論文提出
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：その都度採点し、アドバイスし返却する。
授 業 計 画
①ことばの機能・話しことばと書きことば
②文章を書く －用語と表記－ 文章を書くための心得
③用語 －使用することば－ 和語・漢語・外来語
④表記－漢字について ひらがなについて・符号について(句読法)
⑤原稿用紙の基本 種類・表記上の諸注意 訂正の仕方
⑥文章表現の手順 主題・題材・構想
⑦さまざまな文章 各文に学ぶ
⑧報道・新聞の文章
⑨実用文の書き方 手紙文
⑩レポート・就職作文・小論文
⑪（文章検）基礎力＜語彙・文法＞
⑫（文章検）読解力＜文章構成等＞
⑬（文章検）作成力＜表現＞
⑭（文章検）作成力＜通信文＞
⑮（文章検）作成力＜意見文＞
使用テキスト：
文章検定公式テキスト３級

事前･事後の学習課題

文学作品、漢字練習、新聞コラム、
その都度タイムリーな話題をのがさ
ず取り組む。
生きた日本語との出会いにつとめる
ようにする。

テキスト問題実施

その他参考文献など：
新聞・雑誌等の記事をタイムリーに紹介する

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
日本語とは何かの原点を学び、母国語への愛情と愛着を持つことによって書くことの楽しさを知る。
日常生活の中で自己を的確に表現する。
コミュニケーションの手段としての必要性を認識する。

日本文化
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看護学科

１年

科目名： 日本文化
単

担当教員 氏名： 桃野 重昭

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

選択

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

この科目では、茶道など日本古来の動きおよびその現代まで発展してきた流れを知り、
礼儀作法やその動き等を体感することにより、その中に含まれる非言語的表現を学ぶ。
また、看護職として必要な技術の中に含まれる礼儀作法を学ぶ基礎を身につけることを
目指す。
更に、日常の生活環境の中にある日本文化に気づき表現できることを目指す。

日本文化
季節
礼法
伝統文化
茶道
風土

授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ７． ８． １０

日本の気候や風土の中ではぐくまれた日本固有の文化を体系的に学び日本人の心を
知る。

Ａ 知識・理解力
Ｈ コミュニケーション力

社会人として基礎的な礼節を身につける。
看護職として人に接する「日本人の心」を身につける。
Ｇ 倫理観

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート： ５０ ％

発表： ５０ ％

実技試験：

％

その他：

％

特記事項：
発表における姿勢（態度）を重要とする
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 最終講義において発表会を実施する（７月中旬）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：
発表テーマのしぼりこみ、発表の態度等を教育する（社会人になっての大切な事例等を教育する）
授 業 計 画
①日本文化論概論
②日本人の自然観
③日本人の自然観
④日本人の自然観
⑤正月のしきたり
⑥年中行事
⑦人生の行事
⑧人生の祝い
⑨人生の祝い
⑩世間の付合い
⑪世間の付合い
⑫歳時記
⑬歳時記
⑭発表
⑮お茶会の実習

（１）旧暦 （２）二十四節気
（３）陰陽五行 （４）十二支
（５）六曜
（１）門松 （２）しめ飾り （３）料理
（１）五節句 （２）季節、宗教の行事
（１）結婚 （２）出産
（１）子供の成長 （２）大人の儀式
（３）厄年 （４）長寿の祝
（１）時候の挨拶
（２）中元、お歳暮の表書
（１）旧暦の読み方
（２）富山の歳時記
⑭⑮は別会場で実施します

使用テキスト：
「日本人のしきたり」（一心庵 発行）
茶会実習費（1,000円）
上記について、授業の中で集金します。
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
・学生らしく清楚であること。
・講義の始め、終わりは「礼」をもってする。
・裏千家家元より許状（資格）を得ることができます。

事前･事後の学習課題
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】教科書を読む【事後】要点をまとめる
【事前】発表テーマのまとめ【事後】注意事項のまとめ

【事前】茶会の下準備【事後】指導事項のまとめ

その他参考文献など：
特になし

コミュニケーション論
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看護学科

１年

科目名： コミュニケーション論
単

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

後期

担当教員 氏名： 経田 博子、長島 裕美
科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：

キーワード

交流分析・交流パターン・傾聴
人の心のありようと思考・感情・行動について分析し、活用する方法を理論の学習と演 ストローク・人生態度・心理ゲーム・
習によって学ぶ。また、自分と他者のコミュニケーションパターンを理解し、交流の改善 時間の構造化・人生脚本
方法について学ぶ。
マナー
自分づくり・なりたい自分
授業科目の到達目標
学習教育目標

自己形成を進める行動目標
（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ３． ４． ５． ７． ８．１０

Ａ 知識・理解力

・人との交流におけるマナーの原則について理解する。

Ｄ 問題解決力
Ｅ 自己管理力

自分自身の心のありようについて気づく。
より良い自分づくりに向けて変容していく。
一人の人間として、人とかかわることの喜びを意識する

Ｈ コミュニケーション力

・人の交流パターンを実践的に理解する。

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト： ７０ ％

レポート： ２０ ％

発表：

％

実技試験：

％

その他： １０ ％

特記事項：学習教育目標は実践的に理解することが必要でありアクティブラーニング科目として学生が主体的に関わる意識を
持つことを重視する。 上記「その他 １0％」では、授業での参加姿勢などを評価する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 第８回・第１４回でテストを実施。個人のレポート提出・TAシートの記入・グループ
ワークのまとめ等で、レポートの採点を行います。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック：試験・レポート採点後返却
授業計画
事前･事後の学習課題
①コミュニケーションとは 表現すること・受け入れること・関わる基本・自己紹介
事前･テキスト人生態度を読む
②自己肯定・他者肯定 いろいろな見方・考え方（人生態度）
事後・TAシートの見直し
③ストロークの活用・価値を認める
（自我状態・ストローク・人生態度）
事前・テキスト 自我状態を読む
④OK・OKの思考・感情・行動（長島講義）
事後・TAシートの見直し
⑤心理ゲームとは・自分がついついしてしまうこと
事前・テキスト心理ゲームを読む
⑥嫌な感情の減らし方・時間の使い方
事後・TAシートの見直し
⑦充実した時間の過ごし方
事前・テキスト時間の構造化を読む
⑧マナーの基本 中間評価
事前・テスト範囲の復習
⑨テストの見直し・充実した時間の過ごし方
事前・TAシート記入（時間の構造化）
⑩人生脚本とは 幼児の頃に自分が決めたこと
事前・テキスト人生脚本を読む
⑪自分の中にある禁止令・ドライバー
事後・TAシートの見直し
⑫自分を止めるもの・自分に許しを与える
事前・テキストミニスクリプトを読む
⑬自分が使いたい言葉 傾聴 受容と共感
事前・TAシート見直し（人生脚本）
⑭交流分析の活用 テスト
事前・テスト範囲の復習
⑮看護職に活かす 自分も他者も認めた関わり 自己肯定感 なりたい自分
事前・テキスト人生脚本を読む
使用テキスト：交流分析士2級テキスト・シート（日本交流分析協会） 前期 その他参考文献など：
の人間関係論と同じものを使用
交流分析入門（チーム医療）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：
自分やまわりの人と心地よいかかわり方ができるように、自分を成長させていく貴重な時間です。テキスト以外にTAシートの
記入もあります。自分自身を見つめる大切な資料となりますので、各自で管理をお願いいたします。
「人間関係論」と後期の「コミュニケーション論」の両方で40時間以上受講した人には、2月頃実施のNPO法人日本交流分析協
会認定「２級交流分析士」（登録商標）の受験資格が与えられます。

情報処理Ⅰ

29看1_43情報処理Ⅰ.xlsx
看護学科

１年

科目名： 情報処理Ⅰ
単

担当教員 氏名： 中野 愼夫

開講時期（年次・期）

位
１

１年次

前期

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

必修

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
近年の医療・福祉の現場において、電子カルテ等をはじめとして急速に情報化が コンピュータ、ネットワーク、
進み、情報化スキルの必要性が高まっている。この科目では、コンピュータやネッ ソフトウェア、ワード、
トワークの基本知識を学習し、各種ソフトウェアの基本的な活用能力を演習をとお パワーポイント、エクセル
して修得する。
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標

学習教育目標

（福短マトリックスで示される番号）

１． ２． ８．

・コンピュータ、ネットワークの基礎知識、情報リテラシーを理解する。
・Windows７の基礎知識を学習する。
・文書作成ソフト「Microsoft Word」、プレゼンテーションソフト「Microsoft Power
Point」、表作成ソフト「Excel」の基本操作を修得する。

Ａ 知識・理解力
Ｄ 問題解決力

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート：

％

発表：

％

実技試験： ５０ ％

その他： ５０ ％

特記事項：
・上記、「その他」では授業の態度、授業中の課題演習の提出状況などで評価する。
・目標とする活用能力の習得のためには、授業外の予習・復習が不可欠であり、アクティブ・ラーニングとして学生が主
体的に関わる意識を持つことを重視する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 授業中後半に課題演習を行う。また授業期間の中間と最後に実技試験
を行う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 授業中に出す演習課題については提出時に学生の前でチェックす
る。また実技試験については採点をして返却する。
授 業 計 画
事前・事後の学習課題
① コンピュータとネットワークの基礎知識の理解
② 情報システムの基礎知識の理解
③ Windows7の基礎知識と基本操作の理解
④ Wordによる文書作成（基本的な文字入力）
⑤ Wordによる文書作成（案内状などの作成）
⑥ Wordによる文書作成（表作成）
⑦ Wordによる文書作成（高度な書式設定）
⑧ PowerPointによる資料作成（箇条書き機能など）
⑨ PowerPointによる資料作成（図の作成）
⑩ PowerPointによる資料作成（プレゼン資料の作成）
⑪ PowerPointによる資料作成（高度なプレゼン資料の作成）
⑫ Excelによる表作成
⑬ Excelによるグラフ作成
⑭ Excelによるデータベース作成
⑮ Word、PowerPoint、Excelの基本操作を再確認する。

【事前】インターネットについて調べる。
【事後】①の復習
【事前】情報のセキュリティについて調べる。
【事後】②の復習
【事前】Windowsについて調べる。
【事後】③の復習
【事前】Word教科書を読む。
【事後】④の復習
【事前】Word教科書を読む。
【事後】⑤の復習
【事前】Word教科書を読む。
【事後】⑥の復習
【事前】Word教科書を読む。
【事後】⑦の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む。
【事後】⑧の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む。
【事後】⑨の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む。
【事後】⑩の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む。
【事後】⑪の復習
【事前】Eｘｃｅｌ教科書を読む。
【事後】⑫の復習
【事前】Eｘｃｅｌ教科書を読む。
【事後】⑬の復習
【事前】Eｘｃｅｌ教科書を読む。
【事後】⑭の復習
【事前】Word、PowerPoint、Eｘｃｅｌの復習を
する。
【事後】⑮の復習

使用テキスト：「できるWord2013」、「できるPowerPoint2013」、「できる その他参考文献など：
情報リテラシー（noa出版）
Excel2013」（インプレスジャパン）
Officeソフトで作る文書ドリル全55題（noa出版）
受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：授業での演習時間が少ないので必ず予習・復習を行うこと。

情報処理Ⅱ

29看1_44情報処理Ⅱ.xlsx
看護学科

１年

科目名： 情報処理Ⅱ
単

位
１

担当教員 氏名： 中野 愼夫

開講時期（年次・期）
１年次

科目の区分

授業方法

(卒業要件）
必修／選択

総合科目

演習

選択

後期

備考

授業科目の学習教育目標の概要：
キーワード
近年の医療・福祉の現場において、電子カルテなど急速に情報化が進み、情報化スキル インターネット、
の必要性が高まっている。この科目では１年次に学習した基礎的な知識や活用能力を用 表計算
データベース、
いて、より高度なソフトウェアの利用・応用スキルを修得する。
マルチメディア
授業科目の到達目標
自己形成を進める行動目標
１． ２ ． ８．
学習教育目標
（福短マトリックスで示される番号）
・Ｗｏｒｄ、Ｅｃｅｌ，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの統合利用を理解する。
・より高度な情報作成能力を身に付け、活用能力を高める。
・データベースやマルチメディア処理などの応用スキルを修得する。

Ａ 知識・理解力
Ｄ 問題解決力
Ｃ 論理的思考力

成績評価の基準と方法： 以下の方法により評価し、学則および履修要項に従い、60点以上を単位認定とする
テスト：

％

レポート：

％

発表：

％

実技試験： ５０ ％

その他： ５０ ％

特記事項：
・上記「その他」では、授業の態度、授業中の課題演習の提出状況などで評価する。
・目標とする活用能力の習得のためには、授業外の予習・復習が不可欠であり、アクティブ・ラーニングとして学生が主体的に関
わる意識を持つことを重視する。
ﾃｽﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄ・発表・実技試験等の実施時期： 授業中後半に課題演習を行う。また授業期間の中間と最後に実技試験を行う。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック： 授業中に出す演習課題については提出時に学生の前でチェックする。また実
技試験については採点をして返却する。
事前・事後の学習課題
授 業 計 画
① Wordによる文書作成の復習（年賀状の作成など）
② Wordにおける書式設定
③ Wordによる複雑な表作成
④ WordとExcelの結合による文書作成
⑤ Ｅｘｃｅｌの基本操作の復習
⑥ Excelによる複雑な表作成
⑦ Excelによるグラフ作成
⑧ Excelによる高度なグラフ作成
⑨ Excelによるデータベースの作成と処理
⑩ PowerPointの復習とアニメーションの利用
⑪ Excelを利用したプレゼン資料の作成
⑫ イラスト、写真などを利用したプレゼン資料の作成
⑬ イラスト、写真などを利用した高度なプレゼン資料の作成
⑭ 自分で考えたプレゼン資料を作成する。
⑮ Word、PowerPoint、Excelの応用操作を再確認する。
使用テキスト：「できるWord2013」、「できるPowerPoint2013」、「できる
Excel2013」（インプレスジャパン）

【事前】Word教科書を読む
【事後】①の復習
【事前】Word教科書を読む
【事後】②の復習
【事前】Word教科書を読む
【事後】③の復習
【事前】Word教科書を読む
【事後】④の復習
【事前】Eｘｃｅｌ教科書を読む
【事後】⑤の復習
【事前】Excel教科書を読む
【事後】⑥の復習
【事前】Excel教科書を読む
【事後】⑦の復習
【事前】Excel教科書を読む
【事後】⑧の復習
【事前】Excel教科書を読む
【事後】⑨の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む
【事後】⑩の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む
【事後】⑪の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む
【事後】⑫の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む
【事後】⑬の復習
【事前】PowerPoint教科書を読む
【事後】⑭の復習
【事前】Word、PowerPoint、Eｘｃｅｌの復習をする
【事後】⑮の復習

その他参考文献など：
Officeソフトで作る文書ドリル全55題（noa出版）
Ｏｆｆｉｃｅ活用術（ noa出版）

受講上の留意点（担当者からのメッセージ）：授業での演習時間が少ないので、必ず予習・復習を行うこと。

