
2021年度看護学科第 1学年シラバス 

【前 期】   【後 期】  

生命科学 2  生命と地球環境 53 

生体の化学 4  発達心理学 55 

情報科学 7  多文化共生論 57 

情報リテラシー入門 10  フランス語 60 

心理学 13  文化人類学 63 

文学 16  
ジェンダー論 66 

法学入門 19  アカデミックスキルⅡ（基礎ゼミ） 69 

社会学 22  統計学 74 

国際関係論 25  英語Ⅱ（コミュニケーション） 77 

アカデミックスキルⅠ（学修の技法） 27  ドイツ語 80 

英語Ⅰ（基礎） 30  病理学 83 

スペイン語 33  栄養学 85 

韓国語 35  社会福祉・社会保障 88 

中国語 38  医療概論 90 

形態機能学 41  看護倫理Ⅰ（基礎） 92 

看護学概論 44  看護対象論 94 

看護基礎実習Ⅰ（対象理解） 47  コミュニケーション論 97 

老年基礎実習 49  地域・在宅看護論Ⅰ（対象とケアシステムの理解）  100 

看護技術論Ⅰ（概論） 51  看護技術論Ⅱ（日常生活援助） 102 

   国際保健論 106 

   【通 年】  

   キャリアデザインⅠ（基礎） 109 

   【前期及び後期】  

   生命倫理 112 

   哲学 115 

 



生命科学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と自然科学

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 生命科学

◆科目責任者 太田一正

◆科目担当者 太田一正，篠田章，河西亜希子，田中千香也

◆オフィスアワー・場所
1．「生命科学2021」のコースに設置した“オフィスアワーフォーラム”
2．「生命科学2021」の各講義セクションに設置した“質問フォーラム”
3．e自主自学の“メッセージ”

◆授業のねらい

生命現象について生物学を中心とした基本および人間におけるその特徴を学ぶ。ま
た、生物が示す多様性を生む機構の共通性がDNAに記された遺伝情報に基づくこ
と、ヒトの進化の過程について分子生物学や各種理論から総合的に学ぶ。そして、
途切れることなく続いてきた生物の歴史として現在生きているとはどういうこと
か、現代社会と生命科学との関わりについて学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1．細胞の構造と機能を説明できる．
2．生命がエネルギーを得る仕組みを説明できる．
3．DNAの構造と遺伝情報の発現の仕組みを説明できる．
4．細胞の増殖と遺伝の仕組みを説明できる．
5．配偶子形成と動物の初期発生を説明できる．
6．進化とその仕組みを説明できる．
7．幹細胞とその再生医療への応用を説明できる．
8．生体防御や老化・細胞死の仕組みを説明できる．

◆教科書
スター生物学（原書第4版）　八杉貞雄監訳　2013年　東京化学同人
大学で学ぶ 身近な生物学　吉村成弘著　2015年　羊土社

◆参考図書

キャンベル生物学原書11版　池内真彦ほか監訳　2018年　丸善出版
Essential 細胞生物学原書第4版　中村桂子・松原謙一監訳　2016年　南江堂
エッセンシャルキャンベル生物学原書6版　池内真彦ほか監訳　2016年　丸善出版
アメリカ版 大学生物学の教科書　石崎泰樹ほか監訳　2014年　講談社
カラー図解 進化の教科書　更科功ほか監訳　2016･2017年　講談社

◆評価方法
前期試験（多肢選択式および記述式問題）70％，レポート（生命倫理）15％，各講
義回の確認テスト（多肢選択式）15％

◆課題に対するフィードバック 試験の受験結果および課題などのe自主自学での開示

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
e自主自学で講義内容・講義資料を確認して該当する教科書の項目を予習し，疑問
点をまとめる．

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

教科書･講義資料･ノートなどをふり返り，復習するとともに，予習で抽出した疑問
点が解決できたかを確認する．また，e自主自学で自習問題を受験して到達度を確
認する．
もう少し詳しい内容を学びたいときは，参考書などを利用することを勧める．

◆【第1回】項目
ガイダンス
生命の世界

◆【第1回】講義内容
生命系の階層
生物の共通性
自然の科学

◆【第1回】担当者 篠田章
◆【第2回】項目 細胞の構造と機能
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生命科学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】講義内容

生物の基本単位としての細胞
原核細胞と真核細胞
細胞の機能とタンパク質
細胞小器官の構造と機能

◆【第2回】担当者 太田一正
◆【第3回】項目 糖からエネルギーを得る仕組み

◆【第3回】講義内容

糖の種類と性質
運動の種類とエネルギーの消費
解糖系･クエン酸回路・電子伝達系
代謝とビタミン

◆【第3回】担当者 太田一正
◆【第4回】項目 脂質からエネルギーを得る仕組み

◆【第4回】講義内容
脂質の構造と性質
脂質の輸送
脂肪酸のβ酸化と合成

◆【第4回】担当者 太田一正
◆【第5回】項目 DNAの構造と機能

◆【第5回】講義内容
ヌクレオチドと核酸
DNAと遺伝子，染色体
二重らせん構造とDNA複製の仕組み

◆【第5回】担当者 田中千香也
◆【第6回】項目 遺伝子発現とその調節

◆【第6回】講義内容
転写
翻訳
遺伝子発現の調節

◆【第6回】担当者 田中千香也
◆【第7回】項目 細胞分裂の仕組みと制御

◆【第7回】講義内容
有糸分裂
細胞周期とその制御
細胞周期のチェックポイント

◆【第7回】担当者 河西亜希子
◆【第8回】項目 生殖の仕組みと配偶子形成

◆【第8回】講義内容

性と生殖
減数分裂
配偶子形成
動物の初期発生

◆【第8回】担当者 河西亜希子
◆【第9回】項目 遺伝の様式

◆【第9回】講義内容
メンデル遺伝
形質の多様性
ヒトの遺伝解析

◆【第9回】担当者 篠田章
◆【第10回】項目 進化の過程1

◆【第10回】講義内容
進化論
自然選択
突然変異・遺伝的浮動･遺伝子流動

◆【第10回】担当者 篠田章
◆【第11回】項目 進化の過程2

◆【第11回】講義内容
種分化
外適応･大量絶滅･適応放散
化石記録･大陸移動

◆【第11回】担当者 篠田章
◆【第12回】項目 初期の生命と動物の進化

◆【第12回】講義内容
生命の起源
動物の起源
ヒトの進化

◆【第12回】担当者 篠田章
◆【第13回】項目 幹細胞と再生医療

◆【第13回】講義内容

組織幹細胞
ES細胞
iPS細胞
再生医療

◆【第13回】担当者 太田一正
◆【第14回】項目 免疫の仕組み

◆【第14回】講義内容

免疫担当細胞
自然免疫
獲得免疫
免疫の応用と病気

◆【第14回】担当者 太田一正
◆【第15回】項目 細胞のストレス応答と細胞死

◆【第15回】講義内容

DNAの損傷と修復
活性酸素種（ROS）
異常タンパク応答（UPR)
ネクローシスとアポトーシス

◆【第15回】担当者 太田一正
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生体の化学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と自然科学

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 生体の化学

◆科目責任者 普神敬悟

◆科目担当者 普神敬悟、増井大、石川慎吾、西村之宏

◆オフィスアワー・場所

火曜日、14〜18時、第三校舎 化学教室　fugami@tokyo-med.ac.jp（e自主自学上に
質問場所を設けるので、活用されたい。また、e自主自学の「メッセージ」機能の
活用を推奨する。質問に訪れる際には、事前に希望の時間帯を上記いずれかの方法
であらかじめ知らせると、留守などによる無駄足を防ぐことができる）

◆授業のねらい

ヒトの身体は多様な生体分子から構成され、生命現象は生体分子の化学反応により
維持されている。物質の組成や構造、生成や分解の反応、他物質との間に起こるさ
まざまな反応を原子・分子レベルで解明し、更に役立つ物質を新たに創造する化学
の視点から、糖質、脂質、タンパク質、人体に関連する化学物質、生態における水
分子や金属イオンなど、その性質や化学反応の仕組みなどを学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1. 原子の構造を説明できる。
2. 原子の構造と原子の電配置を理解し、元素の性質を説明できる。
3. 原子同士がどのように結合するかを説明できる。
4. 原子量、分子量、物質量（mol ）を説明できる。
5. 物質の状態を表す気体・液体・固体の性質を説明できる。
6. 溶液の濃度の表し方を理解し、溶液の調製法、溶液の性質を説明できる。
7. 酸化と還元の定義を理解し、酸化還元反応を説明できる。
8. 化学反応が起こる仕組みを理解し、反応速度と化学平衡を説明できる。
9. 酸と塩基の定義を理解し、酸・塩基の強弱、pH 、緩衝作用を説明できる。
10 . 有機化合物の炭素−炭素結合、有機化合物の構造と性質を説明できる。
11. 分子の構造を立体的に捉え、有機化合物の立体異性について説明できる。
12. 糖質、アミノ酸・タンパク質、脂質、核酸について、構造と性質を説明でき
る。

◆教科書
「コ・ メディカル化学−医療看護系のため基礎化学」齋藤勝裕・荒井貞夫・久保勘
二 、2018（裳華房）

◆参考図書
「医・薬・看護系のための化学」原 博・荒井 貞夫訳 、2010（東京化学同人）
必要に応じて講義資料を配布する。
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生体の化学

シラバス項目名 シラバス内容

◆評価方法
定期試験（ 定期試験（学期末に実施 60％）、小テスト（毎講義後にe自主自学上
で実施 30％）、授業中の課題への取り組み（原則毎回実施 10 ％）

◆課題に対するフィードバック 小テスト及び課題について、e自主自学上で正解例を提示し、解説します。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

シラバスで示した毎回の内容に対応する教科書の記述を精読し、理解できる部分と
できない部分をあらかじめ把握しておいてください。理解度を把握するには、章末
の演習問題（２、３問程度）に取り組んでみることが有効です。巻末には、ほとん
どの問題の解答が掲載されています。まずは解答を見ないでやってみてください。
解答を見ても理解できない問題については、講義によって理解に到達できるよう、
しっかりと授業に参加してください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

講義内容をふまえて、事前学習で歯が立たなかった演習問題について、自力で正解
できるようになっているか、確認しましょう。小テストの成績も、理解度を測る上
で参考になります。できない問題や疑問点が残った場合には、次の講義までに必
ず、理解できたクラスメイトまたは担当教員に指導を仰ぎ、理解できた状態に到達
しておいてください。

◆【第1回】項目 原子の構造と放射能

◆【第1回】講義内容 生体を構成する元素、原子の構造、放射線、放射線の医療への応用について学ぶ。

◆【第1回】担当者 普神敬悟

◆【第2回】項目 原子の電子構造と周期表

◆【第2回】講義内容 原子の電子配置、元素の性質の周期性について学ぶ。

◆【第2回】担当者 普神敬悟

◆【第3回】項目 化学結合と分子

◆【第3回】講義内容
原子がイオンや分子を形成する化学結合として、イオン結合と共有結合について学
ぶ。

◆【第3回】担当者 普神敬悟

◆【第4回】項目 物質の量と状態

◆【第4回】講義内容
原子量、分子量、物質量（mol）を学ぶ。
物質の状態である 気体・液体・固体の性質について学ぶ。

◆【第4回】担当者 普神敬悟

◆【第5回】項目 溶液の化学

◆【第5回】講義内容
溶液の濃度の表し方、水の構造と性質、水溶液の性質について学ぶ。

◆【第5回】担当者 普神敬悟

◆【第6回】項目 化学反応速度と化学平衡1

◆【第6回】講義内容 反応機構、反応速度に影響を及ぼす因子、化学平衡について学ぶ。

◆【第6回】担当者 石川慎吾

◆【第7回】項目 化学反応速度と化学平衡2

◆【第7回】講義内容 反応機構、反応速度に影響を及ぼす因子、化学平衡について学ぶ。

◆【第7回】担当者 石川慎吾

◆【第8回】項目 酸と塩基

◆【第8回】講義内容 酸・塩基の定義と強弱、水溶液の pH、体液の緩衝作用について学ぶ。

5



生体の化学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第8回】担当者 西村之宏

◆【第9回】項目 酸化と還元

◆【第9回】講義内容 酸化と還元、酸化剤と還元剤、酸化還元反応について学ぶ。

◆【第9回】担当者 石川慎吾

◆【第10回】項目
有機化合物の構造と性質
炭化水素の構造と性質

◆【第10回】講義内容
有機化合物の構造と性質について学ぶ。
炭素と水だけから成る有機化合物の構造、名称、性質について学ぶ。

◆【第10回】担当者 西村之宏

◆【第11回】項目 酸性有機化合物と塩基性有機化合物

◆【第11回】講義内容 カルボン酸とその誘導体、アミンについて、構造と性質を学ぶ。

◆【第11回】担当者 増井　大

◆【第12回】項目 有機化合物の立体化学

◆【第12回】講義内容
有機化合物を立体的に捉え、配座異性、シス− トランス異性、鏡像異性について学
ぶ。

◆【第12回】担当者 西村之宏

◆【第13回】項目 糖質（炭水化物）

◆【第13回】講義内容 糖質の構造と性質について学ぶ。

◆【第13回】担当者 増井　大

◆【第14回】項目 アミノ酸・タンパク質

◆【第14回】講義内容 アミノ酸、タンパク質について、構造と性質を学ぶ。

◆【第14回】担当者 増井　大

◆【第15回】項目 脂質と核酸

◆【第15回】講義内容
脂質の構造と性質について学ぶ。
核酸の構造について学ぶ。

◆【第15回】担当者 増井　大

◆【第16回】項目 定期試験

◆【第16回】講義内容 （教科書・ノートプリントの持ち込み不可 、関数電卓必携）

◆【第16回】担当者 普神敬悟・西村之宏・増井　大・石川慎吾
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情報科学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と自然科学

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 情報科学

◆科目責任者 荻谷光晴

◆科目担当者 荻谷光晴

◆オフィスアワー・場所
講義前後　非常勤講師室，または下記連絡先で随時受付
e-mail : ogiya@kanagawa-u.ac.jp

◆授業のねらい

現代社会を生きる人間は、多様な場と状況において情報システムとかかわらざるを
えない情報社会人である。情報の技術面だけでなく人間的および社会的な側面から
そのシステムに対し正しくかつ適切な対応の理解が必要である。そこで、現在注目
されているAI(Artificial Intelligence)実現の基本となるコンピュータの構造、
情報処理プロセスの原理(プログラミングの考え方)、および情報通信技術(イン
ターネット)のしくみなどその基礎を学ぶ。また、情報を活用する前提となる知的
財産権、個人情報保護およびプライバシーなど情報にかかわる倫理・法を学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ●

◆到達目標

1.コンピュータを扱う基本的な知識や技術を修得できる。
2.情報倫理と情報通信セキュリティについての知識を修得し、情報通信等の安全性
を判断できる。
3.安全性を考慮した情報の扱いが可能となる。

◆教科書 なし

◆参考図書

情報セキュリティの基礎2（未来へつなぐデジタルシリーズ），佐々木良一，
2011/10/7，共立出版
医療情報 第6版 情報処理技術編，日本医療情報学会医療情報技師育成部会，
2019/5/31，篠原出版新社

◆評価方法 定期試験 40%、中間理解度テスト 40%、毎回の授業における演習問題 20%

◆課題に対するフィードバック
演習問題、中間理解度テストは、授業内で解説し、次週以降に添削して質問等の返
答を行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 講義内容について、理解していない内容を明確にして受講すること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 講義資料や演習問題を見直し、理解不足な点を復習すること。

◆【第1回】項目 情報科学の導入

◆【第1回】講義内容
情報の概念・基礎・表現・伝達方法と
近年の情報のあり方

◆【第1回】担当者 荻谷光晴
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情報科学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 情報技術の基礎(1)

◆【第2回】講義内容 基本的な情報技術とコンピュータの構造

◆【第2回】担当者 荻谷光晴

◆【第3回】項目 情報技術の基礎(2)

◆【第3回】講義内容 情報表現技術とマルチメディア技術

◆【第3回】担当者 荻谷光晴

◆【第4回】項目 情報倫理(1)

◆【第4回】講義内容
情報化社会の概念とセキュリティの必要性
情報倫理と情報リテラシー

◆【第4回】担当者 荻谷光晴

◆【第5回】項目 情報倫理(2)

◆【第5回】講義内容
個人情報保護法
著作権と知的財産

◆【第5回】担当者 荻谷光晴

◆【第6回】項目 情報科学の基礎について

◆【第6回】講義内容 コンピュータと情報技術、情報倫理について

◆【第6回】担当者 荻谷光晴

◆【第7回】項目 中間理解度テストと情報科学の基礎のまとめ

◆【第7回】講義内容 情報科学，技術，倫理についての中間理解度テストと情報科学の基礎のまとめ

◆【第7回】担当者 荻谷光晴

◆【第8回】項目 ネットワークの基礎(1)

◆【第8回】講義内容 ネットワークの概念と基礎技術

◆【第8回】担当者 荻谷光晴

◆【第9回】項目 ネットワークの基礎(2)

◆【第9回】講義内容
セキュリティとコンピュータウイルス
ネットワークにおける脅威

◆【第9回】担当者 荻谷光晴

◆【第10回】項目 ネットワークの基礎(3)

◆【第10回】講義内容 インターネット通信の構造

◆【第10回】担当者 荻谷光晴

◆【第11回】項目 情報の流れと技術(1)

◆【第11回】講義内容 インターネット上の情報の流れと技術

◆【第11回】担当者 荻谷光晴

◆【第12回】項目 情報の流れと技術(2)

◆【第12回】講義内容 ネットワークモデル

◆【第12回】担当者 荻谷光晴

◆【第13回】項目 情報セキュリティ(1)

◆【第13回】講義内容 情報セキュリティと暗号化技術の基礎

◆【第13回】担当者 荻谷光晴

◆【第14回】項目 情報セキュリティ(2)

◆【第14回】講義内容 暗号化技術の応用と認証システム
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情報科学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】担当者 荻谷光晴

◆【第15回】項目 情報科学のまとめ

◆【第15回】講義内容 情報科学の応用とまとめ

◆【第15回】担当者 荻谷光晴
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情報リテラシー入門

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と自然科学

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 情報リテラシー入門

◆科目責任者 瀬戸山陽子

◆科目担当者 瀬戸山陽子

◆オフィスアワー・場所 適宜zoomで接続　事前にアポをとること setoyama@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

情報社会と言える現代は、日常的に多くのデジタル媒体を用いて、デジタル情報を
扱う。本科目では、高等学校の教科「情報」で学ぶデジタルの概念を復習し、情報
時代を生きる大学生として求められるPCやインターネットの基本的な利用方法や、
文書の作成、表計算、プレゼンテーションといった標準的なアプリケーションの利
用方法を学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ●

◆到達目標

１．デジタルの基本概念と情報リテラシーの必要性が理解できる
２．PCやデバイスの基本操作を習得できる
３．電子メールアプリケーションを使って電子メールの送受信ができる
４．ウェブブラウザで情報の検索・閲覧・収集ができる
５．文書作成ソフトの基本操作ができる
６．表計算ソフトの基本操作ができる
７．プレゼンテーションソフトの基本操作ができる
８．クラウドの概念と基本操作が理解できる

◆教科書 なし。

◆参考図書
よくわかるMicrosoft Word2019&Excel2019&Powerpoint2019　FOM出版
高校の時に用いた「情報」科目の教科書

◆評価方法
・課題提出物：電子メール（15点）、ウェブブラウザと検索（15点）、文書ソフト
（25点）、表計算ソフト（20点）、プレゼンテーションソフト（10点）
・授業への参加度（15点）

◆課題に対するフィードバック 各課題に対しては、授業中にフィードバックを行う

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） シラバスで授業内容を確認すること

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 所定の課題を行うこと。所定の課題は授業中に示す。

◆【第1回】項目 オリエンテーション

◆【第1回】講義内容
・科目全体の進め方や評価方法、提出物についての説明
・学生自身の使用環境や高校までの学修状況の確認

◆【第1回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第2回】項目 デジタルの基本概念と情報リテラシーの必要性
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情報リテラシー入門

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】講義内容
・デジタル情報の基本概念や身近にあふれるデジタル情報
・現代社会を生きる上で大学生として求められる情報リテラシーについて

◆【第2回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第3回】項目 PC等のデバイスの基本操作

◆【第3回】講義内容
・大学生として必要なPCの基本的な操作方法
・PC以外のデバイスについて

◆【第3回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第4回】項目 電子メールの基本

◆【第4回】講義内容
・電子メールの仕組み
・電子メールの利用方法

◆【第4回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第5回】項目 ウェブブラウザの利用

◆【第5回】講義内容
・ウェブブラウザとは何か
・情報検索の仕方、より良い情報を取得するためには

◆【第5回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第6回】項目 Microsoft Wordの利用①

◆【第6回】講義内容 ・Wordの基本的な操作、できること

◆【第6回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第7回】項目 Microsoft Wordの利用②

◆【第7回】講義内容 ・Wordを使った文書の作成

◆【第7回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第8回】項目 Microsoft Excelの利用①

◆【第8回】講義内容 ・Excelの基本的な操作、できること

◆【第8回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第9回】項目 Microsoft Excelの利用②

◆【第9回】講義内容 ・Excelを使った表計算の方法

◆【第9回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第10回】項目 Microsoft Powerpointの利用①

◆【第10回】講義内容 ・Powerpointの基本的な操作、できること

◆【第10回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第11回】項目 Microsoft Powerpointの利用②

◆【第11回】講義内容 ・Powerpointを使ったプレゼンテーションスライドの作成

◆【第11回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第12回】項目 ファイルの保存

◆【第12回】講義内容
・フォルダとファイル
・デバイス内の効果的なファイル活用について

◆【第12回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第13回】項目 クラウド利用

◆【第13回】講義内容
・クラウドとは何か、その特徴
・クラウドの活用方法

◆【第13回】担当者 瀬戸山陽子

◆【第14回】項目 Google document, spreadsheet, slideについて

◆【第14回】講義内容 ・クラウド上のアプリケーションの使用

◆【第14回】担当者 瀬戸山陽子
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情報リテラシー入門

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容
・この科目で出来るようになったことの振り返り
・今後進化するデジタル情報を扱うために

◆【第15回】担当者 瀬戸山陽子
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心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 心理学

◆科目責任者 高橋佳史

◆科目担当者 高橋佳史

◆オフィスアワー・場所
メールにて対応します。
連絡先は授業時にメールアドレスなど問い合わせ先を提示します。

◆授業のねらい

心理学は生体の精神活動や行動を研究する科学であるが，扱う対象が幅広い。本科
目では，心理学がどのような学問であるか、またどのような研究分野がありどのよ
うな知見が得られているかについて、心理学を横断的に学ぶ。具体的には，心理学
の基本的な考え方や，研究方法，さらに個別の心理学領域について学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ●

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

心理学とは何か，どのような分野があるかを説明できること。知見を得られるため
にどのような研究が行われてきたかを研究法の理解を理解し，エビデンスに基づい
て理論の説明ができること。個別の心理学領域についての理解においては，単に心
理学の理論や基礎的な知識として辞書的に覚えるのではなく，実際に自分自身の日
常生活や看護場面に応用できるように理解し，活用できることを到達目標としま
す。

◆教科書 講師が作成した資料を使用します。

◆参考図書 毎回の授業内容に合わせて，随時紹介します。

◆評価方法

平常点（20％）：授業へ出席し積極的に参加し，授業の終わりに振り返りを行い，
質問・意見・感想等を書いて提出することを評価の対象とします。毎回授業ごとに
確認テストを実施します。
定期テスト（80%）：授業内容についての基本的な理解と，その授業内容を日常生
活に応用できるレベルで理解できているかどうかの両者を主な評価対象とします。

◆課題に対するフィードバック 確認テストと感想のフィードバックは翌週に行います。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
毎回の授業は，予習をしてあることを前提に行います。深い理解を伴う予習を行う
ために，毎回「予習シート」を完成させた上で授業に臨んでください。予習シート
作成の見込み時間は30分程度です。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業資料を見直し，確認テストの復習をしてください。また授業内容に関する感想
を記入し，提出してください。

◆【第1回】項目 イントロダクション

◆【第1回】講義内容 授業の進め方と「心理学」とは

◆【第1回】担当者 高橋佳史

◆【第2回】項目 知覚のしくみ

13



心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】講義内容 ものの見え方の心理学

◆【第2回】担当者 高橋佳史

◆【第3回】項目 記憶①

◆【第3回】講義内容 記憶の基本的なしくみ

◆【第3回】担当者 高橋佳史

◆【第4回】項目 記憶②

◆【第4回】講義内容 記憶の変容

◆【第4回】担当者 高橋佳史

◆【第5回】項目 対人関係①

◆【第5回】講義内容 社会的影響

◆【第5回】担当者 高橋佳史

◆【第6回】項目 対人関係②

◆【第6回】講義内容 対人認知，対人魅力

◆【第6回】担当者 高橋佳史

◆【第7回】項目 感情

◆【第7回】講義内容 感情，フラストレーション，ストレス

◆【第7回】担当者 高橋佳史

◆【第8回】項目 動機づけ

◆【第8回】講義内容 動機づけのメカニズムと種類

◆【第8回】担当者 高橋佳史

◆【第9回】項目 カウンセリング①

◆【第9回】講義内容 カウンセリングの定義，理論，技法

◆【第9回】担当者 高橋佳史

◆【第10回】項目 カウンセリング②

◆【第10回】講義内容 フィードバックと態度

◆【第10回】担当者 高橋佳史

◆【第11回】項目 発達心理学①

◆【第11回】講義内容 発達を考える。発達段階と発達課題

◆【第11回】担当者 高橋佳史

◆【第12回】項目 発達心理学②

◆【第12回】講義内容 乳幼児から成熟期まで

◆【第12回】担当者 高橋佳史

◆【第13回】項目 臨床心理学①

◆【第13回】講義内容 様々な心理療法

◆【第13回】担当者 高橋佳史

◆【第14回】項目 臨床心理学②

◆【第14回】講義内容 様々な精神病理

◆【第14回】担当者 高橋佳史
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心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】項目 授業の総括

◆【第15回】講義内容 到達目標自己評価とこれまでのまとめ

◆【第15回】担当者 高橋佳史
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文学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と文化

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 文学

◆科目責任者 毛利公美

◆科目担当者 毛利公美

◆オフィスアワー・場所 随時メールで受け付ける。アドレス：mkumichka@gmail.com

◆授業のねらい

文学作品を通して文学作品が生まれた背景とそこに登場する人間の生き方や考えを
学び、豊かな感性、理知的な視点が構築されるようできるだけ多彩な文学作品に触
れていく。そして、現代を生きる人間として問題意識を高め、人間に必要な幅広い
視野と表現力を養い、培うことを目指す。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．文学作品が生まれた背景や作者についての知識を踏まえて作品を総合的に捉
え、内容や特徴を理解することができる。
２．作品が扱う問題やテーマについて考察し、自らの考えを他者に伝わるように表
現することができる。
３．文学作品を通じて様々な生き方や考え方を知り、他者の意見に耳を傾けること
によって視野を広げることができる。

◆教科書

◆参考図書
毎回授業でその都度提示する。興味のあるテーマや内容に関する本を一冊でも多く
手に取ってほしい。

◆評価方法
オンデマンド授業視聴後のリアクションペーパーにより評価する。知識のあるなし
ではなく、定義された問題についてどれだけ深く考えたかを重視する。配点は第1
回～14回までを各5点、第15回（授業全体を通して考えたこと）30点とする。

◆課題に対するフィードバック
提出されたリアクションペーパーを集約し、次の授業内でコメントをすることで、
他の学生の意見を知り、多様な考え方に触れられるようにする。また希望者には授
業時間内にZOOMでディスカッションの機会を設けることも検討している。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
提示されたテーマについて自分なりに考えてみる。各授業で扱う作品の全体または
部分（事前に抜粋で配布された資料）を読んでおく。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 授業で提起された問題について考え、リアクションペーパーにまとめる。

◆【第1回】項目 文学とは、文学作品を読むこととは？

◆【第1回】講義内容

・文学と他の芸術（絵画・写真・漫画・映画）の違いを考える
・文学作品の様々なジャンル（小説・詩・戯曲・ノンフィクション）の違いを考え
る
・感想文と批評的読解の違い
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文学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 毛利公美

◆【第2回】項目 詩の言葉と日常の言葉

◆【第2回】講義内容

・形式（どう書くか）と意味（何を書くか）
・言葉の意味、音、リズム
・フィクションとノンフィクション
・詩の読解

◆【第2回】担当者 毛利公美

◆【第3回】項目 「作者の意図」と作品の読まれ方

◆【第3回】講義内容
・文学作品の読み方の多様性について
・ゴーゴリ『外套』
・チェーホフ『かわいい女』

◆【第3回】担当者 毛利公美

◆【第4回】項目 批評理論とは

◆【第4回】講義内容

・文学作品を読むためのいくつかの理論について（語りと人称・フェミニズム批
評・ポストコロニアル批評）
・一つの作品をいろいろな読み方で読んでみる（廣野由美子『批評理論入門―「フ
ランケンシュタイン」解剖講義』）

◆【第4回】担当者 毛利公美

◆【第5回】項目 言葉と理解

◆【第5回】講義内容

・私たちは言葉の意味をどこまで正しく理解できているのか
・私たちは言葉によってどこまでわかりあえるのか？
・小川洋子『ことり』
・チェーホフ『カモメ』とアクーニンの『カモメ殺人事件』
・村上春樹『アフターダーク』

◆【第5回】担当者 毛利公美

◆【第6回】項目 命を奪うことと守ること

◆【第6回】講義内容

・様々な「殺人」の理由（実際の凶悪殺人事件の背景、ミステリーに描かれた動
機）
・犯罪とはみなされないいろいろな「殺人」（復讐、死刑、戦争etc.）
・ドストエフスキー『罪と罰』

◆【第6回】担当者 毛利公美

◆【第7回】項目 死に向きあう

◆【第7回】講義内容
・トルストイ『イワン・イリイチの死』
・黒澤明の映画『生きる』

◆【第7回】担当者 毛利公美

◆【第8回】項目 病に向きあう

◆【第8回】講義内容
・さまざまな「闘病記」
・ソルジェニーツィン『がん病棟』

◆【第8回】担当者 毛利公美

◆【第9回】項目 大災害に向きあう

◆【第9回】講義内容

・変化する日常と日常化する不幸（風化する災害）
・語ることの意義（記憶の継承、語ることとセラピー）
・アレクシエ―ヴィチ『チェルノブイリの祈り』（ルポルタージュ文学）
・日本の震災小説

◆【第9回】担当者 毛利公美

◆【第10回】項目 自由について考える

◆【第10回】講義内容

・精神の自由と肉体の自由：「塀の中」の自由（ドストエフスキー「地下室の手
記」・ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』）
・全体主義社会における自由と資本主義社会における自由：言論の自由・選択の自
由・「新自由主義」と格差
・コロナ禍における行動の自由と自粛警察
・SFアンチユートピア小説（ザミャーチン『われら』、オーウェル『1984年』）

◆【第10回】担当者 毛利公美

◆【第11回】項目 不倫について考える
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文学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第11回】講義内容

・トルストイ『アンナ・カレーニナ』
・時代や国による貞操概念の違いについて
・男女による裁かれ方の差について
・作者の意図と読者の受け止め方の差について
・映画化作品とヒロイン像の違いについて

◆【第11回】担当者 毛利公美

◆【第12回】項目 信頼できない語り手と世界の多様性

◆【第12回】講義内容
・芥川龍之介『藪の中』
・ナボコフ『ロリータ』

◆【第12回】担当者 毛利公美

◆【第13回】項目 「身内」について考える

◆【第13回】講義内容

・家族とは
・親子とは
・ペトルシェフスカヤ『時は夜』
・村山由佳『放蕩記』
・佐野洋子『シズコさん』

◆【第13回】担当者 毛利公美

◆【第14回】項目 国籍とアイデンティティについて考える

◆【第14回】講義内容
・「日本人」とは？
・「日本語」とは？（方言と標準語）
・日本語で書く「非日本人作家」、外国語で書く「日本人作家」

◆【第14回】担当者 毛利公美

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容
・これまでのまとめ
・読む、感じる、考える、書く（語る）

◆【第15回】担当者 毛利公美
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法学入門

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と社会

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 法学入門

◆科目責任者 神坂亮一

◆科目担当者 神坂亮一

◆オフィスアワー・場所
看護学科学務課を通して質問を受けつけます。質問事項を文書にした上で学務課に
提出して下さい。

◆授業のねらい

法についての基礎的知識と法令の構造や法の解釈、法の考え方や仕組みなどの基本
事項、さらに日本国憲法について理解し、法律と看護や医療との関連について学
ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．法の歴史、その基本的知識、法令に関する基本事項を理解することができる。
２．必要な法令を検索し、かつ、自身で法令を読むことができる。
３．裁判制度及び看護・医療と法と関係性を理解して、それらの問題点を考察する
ことができる。
４．看護・医療を取り巻く法制度に関する概略について理解することができる。

◆教科書
『グラフィック 法学入門』青木人志、2012年（新世社）/『法学六法 21』池田真
朗他編集代表、2021年（信山社）

◆参考図書

『ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障４　看護をめぐる法と制度　第2
版』平林勝政他編、2021年（メディカ出版）／『系統看護学講座 専門基礎分野 健
康支援と社会保障制度［４］看護関係法令 第 53 版』森山幹夫、2021年（医学書
院） ／『医療六法 令和3年度版』2021年（中央法規出版）等の法令集／『法学を
学ぶのはなぜ？』森田果、2020年（有斐閣）/『法律の学び方』青木人志、2020年
（有斐閣）/『条文の読み方 第2版』法制執務用語研究会、2021年（有斐閣）／
『ひと目でわかる六法入門　第2版』高瀬文人編、2018年（三省堂）／『医事法判
例百選 第 2 版（別冊ジュリスト 219 号）』甲斐克則・手嶋豊編、2014年（有斐
閣）／『医事法入門 第 5版』手嶋豊、 2018年（有斐閣）等の教科書/

◆評価方法 定期試験50％ 、動画視聴後の理解度テスト30%、課題への取り組み20％

◆課題に対するフィードバック
毎回の動画を視聴後に理解度を測るための簡単なテスト（記述式）を告知しますの
でそれに取り組んでください。次回の講義でフィードバックします。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分
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法学入門

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）

事前に指定教科書の該当ページを読んで、どのような内容が書かれているのか把握
して動画（ナレーションを付けたパワーポイント）を視聴してください。その過程
で、法学六法で該当条文にあたって、どのような内容の規定になっているか把握し
ておいてください。というのも、これらに何が書かれているか把握をした上で、疑
問点や問題点を自分なりに整理して受講すると理解が確かなものになると考えてい
るからです。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

教科書を使用し、必要があればインターネットで検索する・関連書籍を調べるなど
しながら、講義内容を整理し、自分なりにノートを作成するなどして、復習するこ
と。また、講義において提示された問題などについて自分なりに考えて意見をまと
め、可能であれば他者と議論するなどして理解を深めること。なお、医療や看護に
関連する法律の制定などについて、国会での議論を含むニュースに関心をもって、
どのような内容がニュースになっているか把握するように務めること。

◆【第1回】項目 法学への招待（オリエンテーションも含む）

◆【第1回】講義内容 オリエンテーション、教科書2頁から11頁（法と規範、法の種類など）

◆【第1回】担当者 神坂亮一

◆【第2回】項目 裁判における事実と法律の適用

◆【第2回】講義内容 教科書12頁から20頁（法の適用とその解釈、裁判制度）

◆【第2回】担当者 神坂亮一

◆【第3回】項目 法が動く現場

◆【第3回】講義内容 教科書20頁から34頁（尊属殺人重罰規定違憲判決の検討、法の下の平等）

◆【第3回】担当者 神坂亮一

◆【第4回】項目 法が作られる現場

◆【第4回】講義内容 教科書40頁から52頁（刑法第34条の解釈、罪刑法定主義）

◆【第4回】担当者 神坂亮一

◆【第5回】項目 法的に考えるということ（法的思考、リーガル・マインド）

◆【第5回】講義内容 教科書52頁から62頁

◆【第5回】担当者 神坂亮一

◆【第6回】項目 日常生活での紛争解決（１）

◆【第6回】講義内容 教科書66頁から74頁（民事訴訟と刑事訴訟の違い、民事訴訟の意義、処分権主義）

◆【第6回】担当者 神坂亮一

◆【第7回】項目 日常生活での紛争解決（２）

◆【第7回】講義内容 教科書74頁から104頁（具体的な隣人訴訟の裁判を素材に検討）

◆【第7回】担当者 神坂亮一

◆【第8回】項目 日常生活での紛争解決（３）

◆【第8回】講義内容 教科書94頁から122頁（憲法上の裁判を受ける権利、不法行為制度）

◆【第8回】担当者 神坂亮一

◆【第9回】項目 基本的人権総論

◆【第9回】講義内容 基本的人権の確立過程とその意義

◆【第9回】担当者 神坂亮一

◆【第10回】項目 基本的人権各論（１）

◆【第10回】講義内容
精神的自由：思想良心の自由と表現の自由、これらの自由の意義と関係性、学問の
自由（医学研究に対する規制との関連で）
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法学入門

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第10回】担当者 神坂亮一

◆【第11回】項目 基本的人権各論（２）

◆【第11回】講義内容 経済的自由：職業選択の自由（看護職との関連も含めて）

◆【第11回】担当者 神坂亮一

◆【第12回】項目 基本的人権各論（３）

◆【第12回】講義内容 社会権：生存権と教育権

◆【第12回】担当者 神坂亮一

◆【第13回】項目 基本的人権各論（４）

◆【第13回】講義内容 社会権：労働権と労働基本権（看護職との関連も含めて）

◆【第13回】担当者 神坂亮一

◆【第14回】項目 日本法制史（１）

◆【第14回】講義内容 教科書124頁135頁（古代から中世、近世の裁判制度）

◆【第14回】担当者 神坂亮一

◆【第15回】項目 日本法制史（２）

◆【第15回】講義内容
教科書136頁から180頁（明治の裁判制度、昭和初期の陪審制度から現在の裁判員制
度）

◆【第15回】担当者 神坂亮一
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社会学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と社会

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 社会学

◆科目責任者 宮下阿子

◆科目担当者 宮下阿子

◆オフィスアワー・場所 オフィスアワーの方法および教員の連絡先は「初回」にお知らせします。

◆授業のねらい

社会学とは、個々人と社会の相互的な関係に視点を置き、複雑化する現代社会が抱
えるさまざまな社会的問題や現象、また、人間の社会的生活について検討する学問
である。本講義では、社会学の基本的な概念と探求方法や、個人、家族、集団、地
域、民族などのテーマについて学び、社会学的なものの見方を養う。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1）社会学の基本的な概念を理解し、それを説明することができる。
2）身近な出来事や現象を社会学的に捉えること／考えることができる。
3）社会の中に潜むさまざまな問題について自分自身で気づくこと／考えることが
できる。

◆教科書 教科書は使用しません。毎回資料を配布します。

◆参考図書

長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志『社会学（新版）』（2019年、有斐
閣）
松田健『テキスト現代社会学（第3版）』（2016年、ミネルヴァ書房）
そのほか、授業中に適宜紹介します。

◆評価方法
授業内課題（50%）と期末試験（50%）により総合的に評価します。
授業内課題として、適宜コメントペーパーやミニレポートを提出してもらいます。

◆課題に対するフィードバック 授業内課題は、翌週以降の授業の中で、適宜リプライします。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 前回の講義内容を振り返っておきましょう。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

授業用に配布した資料をよく読み、自分の言葉で整理して説明できるようにしま
しょう。
また、授業を通じて自分が学んだ知識を用いて、最近見聞きした「もの」や「こ
と」、自分自身の経験などを捉え返してみましょう。

◆【第1回】項目 社会学とは

◆【第1回】講義内容 「社会」とは何か／「社会学」とは何か

◆【第1回】担当者 宮下阿子

◆【第2回】項目 社会的行為

◆【第2回】講義内容 個人の「行為」とその主観的意味を考える
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社会学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 宮下阿子

◆【第3回】項目 地位と役割

◆【第3回】講義内容 集団の中における「地位」と「役割」を考える

◆【第3回】担当者 宮下阿子

◆【第4回】項目 感情労働

◆【第4回】講義内容 看護の現場における「感情規則」や「感情管理」を考える

◆【第4回】担当者 宮下阿子

◆【第5回】項目 自己と他者の相互作用（1）

◆【第5回】講義内容 「自己」を解釈するための理論枠組みを解説する

◆【第5回】担当者 宮下阿子

◆【第6回】項目 自己と他者の相互作用（2）

◆【第6回】講義内容 ラベリング理論やスティグマの概念を解説する

◆【第6回】担当者 宮下阿子

◆【第7回】項目 ジェンダー

◆【第7回】講義内容 「男らしさ」「女らしさ」を再考する

◆【第7回】担当者 宮下阿子

◆【第8回】項目 家族（1）

◆【第8回】講義内容 「家族」とは何か

◆【第8回】担当者 宮下阿子

◆【第9回】項目 家族（2）

◆【第9回】講義内容 家族に関する「当たり前」を解きほぐす

◆【第9回】担当者 宮下阿子

◆【第10回】項目 家族（3）

◆【第10回】講義内容 現代社会における家族の問題を考える

◆【第10回】担当者 宮下阿子

◆【第11回】項目 医療と福祉

◆【第11回】講義内容 「病い」や「障害」を社会学的に捉える概念や枠組みを紹介する

◆【第11回】担当者 宮下阿子

◆【第12回】項目 地域

◆【第12回】講義内容 「地域」におけるケアや支援を考える

◆【第12回】担当者 宮下阿子

◆【第13回】項目 貧困と格差

◆【第13回】講義内容 社会の中の「不平等」をまなざす

◆【第13回】担当者 宮下阿子

◆【第14回】項目 エスニシティ

◆【第14回】講義内容 人種・民族の問題を考える

◆【第14回】担当者 宮下阿子

◆【第15回】項目 まとめ
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社会学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】講義内容 授業全体を振り返る

◆【第15回】担当者 宮下阿子
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国際関係論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と社会

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 国際関係論

◆科目責任者 見宮　美早

◆科目担当者 見宮　美早

◆オフィスアワー・場所 質問等がある場合は電子メールで対応する（kangogakka.kokusai@gmail.com)

◆授業のねらい
現代の国際社会の枠組みやシステムについて考え、世界に対する基本的理解を深めるため、国際関係の基礎知識とグロー
バル時代における移民や貧困、宗教といった国際的な課題について学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

・国連等の国際的な枠組みおよびその機能に関する知識（歴史的な偏移と昨今の実態含む）が身につく。
・人権侵害、紛争、気候変動、難民等の国際的な問題が理解できる。
・上記問題について、自分の言葉で説明ができる。
・日常生活において上記に関するニュースや報道を理解できるようになる。

◆教科書 特になし

◆参考図書
mundi(国際協力機構広報誌の特集欄、ウェブサイト上無料PDF有
https://www.jica.go.jp/publication/mundi/index.html）、関連動画、他都度指定

◆評価方法
各回授業開始時のe-自主自学上ミニテスト（35％（5% X 7回））、各回授業最後の考察文（35%(5% X 7回)）、最終授業時
の１分プレゼンテーション（30％、内訳：内容（課題の提示・考察、提案（20％）、プレゼンテーション5％、質問に対す
る応答（5％））

◆課題に対するフィードバック
ミニテストはシステム上のレビューで採点確認、考察文は評価付きで返却、プレゼンテーションは実施後授業時間内で評
価（口頭）

◆事前学習（時間） 1時限あたり45分

◆事前学習（内容） 前回の授業内容の復習（兼ミニテスト対策）および参考図書・動画学習

◆事後学習（時間） 1時限あたり45分

◆事後学習（内容） 授業の振り返り（ノートの整理）、指定図書・動画閲覧、考察文記載・提出

◆【第1回】項目 世界の今

◆【第1回】講義内容

世界における大きな危機、潮流など、国際的な課題などに関する導入、根底にある人間の安全保障（人・生命の尊厳を守
る）や人権の考え方を学ぶ。
資料：https://www.jica.go.jp/publication/mundi/index.html
・mundi 2020年11月新時代の人間の安全保障「すべての人に安全と尊厳を」４－９頁、２２-２３頁、２０-２１頁
・mundi 2020年3月基本的人権の実現「一人ひとりが輝ける世界」２－５頁、２８-３１頁、３４-３５頁
・mundi 2020/8　企業XSDGs　４－５頁、１２－１３頁、

◆【第1回】担当者 見宮　美早

◆【第2回】項目 世界を動かす、守る枠組みと行動

◆【第2回】講義内容

国連機関、各国政府、国際協力、NGOsなど、世界の統治に関連する仕組みや組織の役割、課題について紹介、考察する。
資料：
・国連とは　動画　https://www.youtube.com/watch?v=7T3xkFmo3Uo&list=PLNe0pDYSfDiuQNIznz79p7iXQONRgADAr&index=8
・国連とは　PDF（１－３８頁）　https://www.unic.or.jp/files/about_un.pdf
・mundi 2018/12　感染症対策「日本の技術が世界をまもる」４-２３頁
https://www.jica.go.jp/publication/mundi/index.html

◆【第2回】担当者 見宮　美早（オンラインでWHO勤務者のショートレクチャーも検討）

◆【第3回】項目 地域の枠組み/特性（歴史（植民地政策、中東問題）、宗教、文化などを通して

◆【第3回】講義内容

グループワークでアジア、中東、アフリカ、南米について自主学習の上、議論。
資料：
・mundi 2020/12　中東のいま「アラブの春から10年」
・mundi2020年5月　南アジア「18億人の鼓動」
・mundi2019年2月　アフリカ「イノベーションで未来を変える」

◆【第3回】担当者 見宮　美早
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国際関係論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】項目 人の動き、その背景と影響（難民、移民、外国人労働者）

◆【第4回】講義内容

人に関する国際的な傾向を紹介、特に難民や移民が生じる背景（資本主義と平等、政治体制の右傾化、自国第一主義や民
族主義など）に重点を当てる。また、日本にいる難民、移民、外国人労働者の実態を知り、自分たちとの関係性を考察す
る。
資料：
・mundi2017年6月難民支援「故郷の夜明けを夢見て」
・2020年10月中南米「日系社会とともに歩む」

◆【第4回】担当者 見宮　美早

◆【第5回】項目 気候変動/自然災害

◆【第5回】講義内容

地球規模課題である気候変動や自然災害の実態と対応を紹介、特に国際的な枠組みの（気候変動枠組み条約やCOPなどの位
置づけ）、世界と日本のつながり、同世代のグレタ環境活動家も参照しつつ、自分たちの行動との関係性を考察する。
資料：
・mundi 2019/8　気候変動対策「地球の未来のために」
・mundi 2019/8　廃棄物管理「ごみに挑む」
・mundi 2019/11 緊急援助・復興・防災「自然災害に立ち向かう」

◆【第5回】担当者 見宮　美早

◆【第6回】項目 貧困

◆【第6回】講義内容
世界規模で進む貧困格差、日本を含む先進国における貧困問題、途上国の貧困問題について、資本主義や紛争、政策など
その原因を学び、その対策について考察する。

◆【第6回】担当者 見宮　美早

◆【第7回】項目 教育/ジェンダー

◆【第7回】講義内容

教育環境に関する国際的な実態を把握し、教育を十分受けることができない理由を考察する。また、そのひとつの理由で
あるジェンダー格差についてあわせて学習し、ジェンダー平等に関する意識を高める。
資料：
・mundi 2019/３、ジェンダー「笑顔で明日をいきる」

◆【第7回】担当者 見宮　美早

◆【第8回】項目 国際的な課題と自分

◆【第8回】講義内容

国際的な課題の一つを選び、各自がその課題の内容、国際的な取り組み、自己の問題意識、対応策をプレゼンテーショ
ン、ディスカッションをする。
資料：
・mundi 2019/１、JICA海外協力隊「いつか世界を変える力になる」

◆【第8回】担当者 見宮　美早
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アカデミックスキルⅠ

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/探求の技法

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 アカデミックスキルⅠ

◆科目責任者 成瀬和子

◆科目担当者 成瀬和子、土谷ちひろ

◆オフィスアワー・場所 授業終了後、あるいはメールでnaruse@tokyo-med.ac.jp まで

◆授業のねらい
大学生に求められるアカデミックスキルとは何か、探求するテーマを見つけ、データの使い
方や図書館の利用方法などの学習技術を身に付け、目的に沿った情報をもとに適切な形
式に則って分かり易い文章を書き、相手に物を伝える能力を養う。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ●

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1) 文の構造を理解でき論理的な文章を書くことができる。
2) エビデンスを用いてレポートを作成することができる。
3) データを用いて適切な図表を作成することができる。
4) 正しい作法でレポートを作成することができる。
5）文献データベースを使用して文献を探すことができる。
6）WEB上の医療情報を正しく活用することができる。

◆教科書 渡邊淳子(2015).大学生のための論文・レポートの論理的な書き方,研究社.

◆参考図書

世界思想社編集部編(2021).大学生学びのハンドブック,5訂版, 世界思想社.
倉茂好匡(2019)．看護学生のための科学的作文レッスン,医学書院.
木下是雄(1981). 理科系の作文技術.中公新書.
本多勝一(1982). 日本語の作文技術.朝日文庫.
古郡延治(1997). 論文・レポートのまとめ方.ちくま新書.
大野晋(1999). 日本語練習帳.岩波新書.
江原勝幸(2019). レポートの書きかた,看護学生の勉強ガイド.プチナー
ス,28(4),38-43.
藤井徹也(2017). 看護学生スタートブック,医学書院.

◆評価方法
各回の確認テスト(授業終了時に実施)20%、ミニレポート30%、最終レポート50%
確認テストの提出をもって出席とする。

◆課題に対するフィードバック
ミニレポートについては次週授業中に総合コメントを返す。最終レポートはコメン
トを入れて返却する。

◆事前学習（時間） 45分
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アカデミックスキルⅠ

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）
教科書の該当する場所を読んでおく。またWEB上でも関連情報を確認し読んでお
く。

◆事後学習（時間） 30分

◆事後学習（内容） 授業で学んだことを基にミニレポートを作成する。

◆【第1回】項目 アカデミックスキルとは

◆【第1回】講義内容
オリエンテーション（科目のねらい、授業のすすめ方、評価）、
アカデミックスキルとはなにか、簡単なパソコンの使い方と情報検索の基礎を学
ぶ。

◆【第1回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第2回】項目 敬語と電子メールの書き方

◆【第2回】講義内容
丁寧語、尊敬語、謙譲語とメールの書き方、マナーを身につけ、実際に書いてみ
る。

◆【第2回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第3回】項目 論理的な文章を書く1：レポートの書き方

◆【第3回】講義内容 レポートの特性と構成、各部分で何を書くか、作成上のルールを学ぶ。

◆【第3回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第4回】項目 論理的な文章を書く2：テーマ設定のコツ

◆【第4回】講義内容 レポート・論文のテーマ設定をどうしたらよいか学ぶ。

◆【第4回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第5回】項目 文献データベースガイダンス1

◆【第5回】講義内容 レポート作成に必要な情報源と図書館データベースの使い方を学ぶ。

◆【第5回】担当者 野崎由紀、高宮信子（東京医科大学図書館分館）

◆【第6回】項目 文献データベースガイダンス2

◆【第6回】講義内容 文献検索の仕方をデータベースを用いて学ぶ。

◆【第6回】担当者 野崎由紀、高宮信子（東京医科大学図書館分館）

◆【第7回】項目 論理的な文章を書く3：アウトラインを作る①.

◆【第7回】講義内容 大まかなアウトラインを作り論証の道筋をつける。

◆【第7回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第8回】項目 論理的な文章を書く4：アウトラインを作る②.

◆【第8回】講義内容 アウトラインの項目を育てる。

◆【第8回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第9回】項目 論理的な文章を書く5：わかりやすい文を書く

◆【第9回】講義内容 文の種類と構造、助詞・句読点の使い方を学ぶ。

◆【第9回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ
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アカデミックスキルⅠ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第10回】項目 論理的な文章を書く6：パラグラフ・ライティング①

◆【第10回】講義内容 段落の構成、トピックセンテンスと段落内の論理性を学ぶ。

◆【第10回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第11回】項目 論理的な文章を書く7：パラグラフ・ライティング②

◆【第11回】講義内容 段落間の論理を理解する。

◆【第11回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第12回】項目 論理的な文章を書く8：図表の用い方

◆【第12回】講義内容 データから図、表を作成する。

◆【第12回】担当者 土谷ちひろ、土谷ちひろ

◆【第13回】項目 論理的な文章を書く9：論文・レポート作成上の注意点

◆【第13回】講義内容 注意すべきルール：漢字、送り仮名、接続詞の使い方を学ぶ。

◆【第13回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第14回】項目 論理的な文章を書く10：文献引用の方法

◆【第14回】講義内容 文献の引用の方法を学ぶ。

◆【第14回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ

◆【第15回】項目 WEB上の保健医療情報の活用

◆【第15回】講義内容
WEB上で得られる保健医療情報とその信頼性、活用におけるモラルと知的財産につ
いて考える。

◆【第15回】担当者 成瀬和子, 土谷ちひろ
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英語Ⅰ（基礎）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 英語Ⅰ（基礎）

◆科目責任者 林美穂子

◆科目担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆オフィスアワー・場所
科目責任者・担当教員：　木12:10〜13:10　場所：　第3校舎2階英語第1研究室（英語教室）
メール：　mihomm81@tokyo-med.ac.jp（林美穂子）
また、看護学科学務課を通して質問を受け付ける。

◆授業のねらい

聞く、話す、読む、書くの４技能を組み合わせながら,英語でのコミュニケーションの基礎力
を身につける。特にリーディングとライティングに重点を置いて授業を進める。リーディング
の授業では、英文の構造を理解し、大意を掴む力をつけていく。ライティングの授業では、パ
ラグラフの構成を理解し、自分の考えを簡潔で分かりやすい英文で表現できる力を培ってい
く。この科目では、CEFR A1 レベルの英語能力獲得を目指す。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1. 文法の理解に基づき、英文の構造を理解し、大意をつかむことができる。
2. パラグラフの構成を理解し、自分の考えを簡潔で分かりやすく文法にかなった英文で表現
できる。
3. 積極的に他の人たちと英語でコミュニケーションをとることができる。

◆教科書
Silent partners: Nursing episodes（英語で読む看護のエピソード）、助川尚子、両角迪
子、2012年、南雲堂

◆参考図書

The heart’s truth: Essays on the art of nursing, Cortney Davis, 2009, The Kent
State University Press
Chicken soup for the nurse's soul: Stories to celebrate, honor and inspire the
nursing profession, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Nancy Mitchell-Autio, 2012,
Backlist, LLC
Chicken soup for the soul: Inspiration for nurses: 101 stories of appreciation and
wisdom, Amy Newmark, LeAnn Thieman, 2015, Chicken Soup for the Soul Publishing, LLC

◆評価方法

・参加度（予習状況、授業態度、ディスカッションへの貢献度など）：30%
・課題（Question Forum, H5Pなど）：30%
・Online小テスト2回：20%
・レポート（Final essay）：20%

◆課題に対するフィードバック 個人もしくは集団に対して、「e自主自学」上もしくは授業中に口頭で行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
教科書や課題の英文を読み単語を辞書で調べノートに書き、理解できないところを授業中に質
問できるように準備する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分
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英語Ⅰ（基礎）

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）
講義で学んだ単語や表現の意味・文章の解読・文法事項をノートにまとめる。習った表現を繰
り返し口に出して練習して覚える。出題された課題をe自主自学などにアップロードして提出
する。

◆【第1回】項目 Orientation, greetings and self-introductions

◆【第1回】講義内容 授業の概要説明、英語による自己紹介

◆【第1回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第2回】項目 Chapter 1

◆【第2回】講義内容 Paid in Full

◆【第2回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第3回】項目 Chapter 2

◆【第3回】講義内容 A Parade for Lucy

◆【第3回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第4回】項目 Chapter 3

◆【第4回】講義内容 Tears for Stephanie

◆【第4回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第5回】項目 Chapter 4

◆【第5回】講義内容 The Mirror

◆【第5回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第6回】項目 Chapter 5

◆【第6回】講義内容 We Are Diminished by One

◆【第6回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第7回】項目 Chapter 6

◆【第7回】講義内容 Therapeutic Touch in Hospice Care

◆【第7回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第8回】項目 Review

◆【第8回】講義内容 Chapter 1-6

◆【第8回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第9回】項目 Chapter 7

◆【第9回】講義内容 Dollie’s Good-bye

◆【第9回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第10回】項目 Chapter 8

◆【第10回】講義内容 Summer Hours

◆【第10回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第11回】項目 Chapter 9

◆【第11回】講義内容 Katie’s and Millie’s Eyes

◆【第11回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第12回】項目 Chapter 10

◆【第12回】講義内容 Their Own Songs

◆【第12回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美
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英語Ⅰ（基礎）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第13回】項目 Chapter 11

◆【第13回】講義内容 The Truth About Harry

◆【第13回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第14回】項目 Chapter 12

◆【第14回】講義内容 Graduation

◆【第14回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第15回】項目 Review

◆【第15回】講義内容 Chapter 1-12

◆【第15回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美
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スペイン語

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 スペイン語

◆科目責任者 宮城春美

◆科目担当者 宮城春美

◆オフィスアワー・場所 授業の後に相談することが出来ます

◆授業のねらい
スペイン語の基本文法を学び、単語力を身に着ける、スペイン語で日常会話が話せ
ることをねらいとする。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
①スペイン語の基本的な文法が理解できる。②スペイン語を用いた日常会話ができ
る。

◆教科書 資料を配布する。

◆参考図書 なし

◆評価方法 会話力３０％・小テスト２０％・課題提出２０％・語彙２０％・期末試験２０％

◆課題に対するフィードバック 課題はメールで送ることになります

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 日常生活でスペイン語が使われていないかを調べる。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 配布した資料を整理し学んだ言葉や会話を復習しておくこと。

◆【第1回】項目 挨拶・自己紹介

◆【第1回】講義内容 基本の挨拶・自己紹介（名前・国籍・国名・職業・特徴・性格）の方法を学ぶ。

◆【第1回】担当者 宮城春美

◆【第2回】項目 アルファベット・読み方・発音

◆【第2回】講義内容
スペイン語のアルファベット、名前のスペル・単語の読み方・アクセント等を学
ぶ。

◆【第2回】担当者 宮城春美

◆【第3回】項目 家族や友達の紹介

◆【第3回】講義内容
家族や友達を名前、職業、関係、国籍などを紹介する。動詞（Seｒ）の文法を学
ぶ。

◆【第3回】担当者 宮城春美
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スペイン語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】項目 人や物の状態・場所の表し方

◆【第4回】講義内容 人や物の状態・場所の表し方を学ぶ。動詞（Estar)と形容詞について学ぶ。

◆【第4回】担当者 宮城春美

◆【第5回】項目 場所を説明する方法

◆【第5回】講義内容 場所について説明する方法を学ぶ。動詞（Haber)について学ぶ。

◆【第5回】担当者 宮城春美

◆【第6回】項目 人の行動を説明する方法

◆【第6回】講義内容 人の行動を説明する方法を学ぶ。規則動詞の活用について学ぶ。

◆【第6回】担当者 宮城春美

◆【第7回】項目 好き・嫌い・趣味など

◆【第7回】講義内容 好き・嫌い・趣味を説明する方法を学ぶ。動詞（Gustar）・代名詞について学ぶ。

◆【第7回】担当者 宮城春美

◆【第8回】項目 期間・月日・曜日

◆【第8回】講義内容 数字、時間の読み方、月日・曜日について学ぶ。（小テスト）

◆【第8回】担当者 宮城春美

◆【第9回】項目 私の家の紹介

◆【第9回】講義内容
自分の家を説明する。住んでいる場所、広さ、部屋に置いてある物などについて学
ぶ。

◆【第9回】担当者 宮城春美

◆【第10回】項目 質問の仕方・答え方

◆【第10回】講義内容 質問の作成と回答の仕方を学ぶ。疑問文について学ぶ。

◆【第10回】担当者 宮城春美

◆【第11回】項目 日常生活

◆【第11回】講義内容
日常生活の過ごし方を説明する方法を学ぶ。再起代名詞の働き・自動詞・他動詞に
ついて学ぶ。

◆【第11回】担当者 宮城春美

◆【第12回】項目 不規則動詞の働き

◆【第12回】講義内容 不規則動詞の活用の仕方・作文の作り方等を学ぶ。

◆【第12回】担当者 宮城春美

◆【第13回】項目 買い物をする

◆【第13回】講義内容 買い物の時の便利な話し方、値段の聞き方等を学ぶ。

◆【第13回】担当者 宮城春美

◆【第14回】項目 体調を尋ねる

◆【第14回】講義内容 体調や痛みの有無の尋ね方を学ぶ。

◆【第14回】担当者 宮城春美

◆【第15回】項目 旅行に行く

◆【第15回】講義内容 計画の立て方・日程の作り方・ホテルの予約方法を学ぶ。

◆【第15回】担当者 宮城春美
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韓国語

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 韓国語

◆科目責任者 イム　セヨン

◆科目担当者 イム　セヨン

◆オフィスアワー・場所
講義終了後・非常勤講師室
又はメールで。メールアドレスは授業中にお知らせする。

◆授業のねらい

韓国語は日本語と非常に似ていて、日本人が近づきやすい言葉の一つである。ま
た、「ハングル」で知られている韓国語の文字は1446年に人為的に作られた世界で
最も新しく、科学的で合理的な文字だといわれている。発声器官を真似って作った
記号のような文字と独特な発音で言葉としての魅力も十分備えている言語である。
「話す」ことを目標に授業を進め、辞書一冊あれば韓国を一人でも旅行できるよう
基礎作りを行う。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1. 人間の尊厳を守る力 ×

2. 科学的に探究し 表現する力 ×

3. 看護の対象を理解し 実践する力 ×

4. 人や社会と 関係を築く 力 ●

5. 多職種と 連携する力 ×

6. プロフェ ッ ショ ナリ ズムに基づき責任を果たす
力

×

7. 生涯にわたって研鑽し 続ける力 ×

◆到達目標

1.ハングルの読み書きができる。
2.基本的な挨拶を始め、自己紹介、指示を表す表現、数字などを覚える。
3.名詞・動詞・形容詞の肯定文・否定文・疑問文が言えるようになる。
4.場所を聞いたり、答えることができる。
5.自分の電話番号と誕生日が言えるようになる。

◆教科書
韓国語レッスン初級Ⅰ』
著者：　キム・トンハン／チャン・ウニョン（スリーエネットワーク）
又、印刷物配布

◆参考図書 特にない

◆評価方法

前期試験：期末テスト50％
授業態度や積極性、ワークへの参加度：20％
出席率：30％
注意事項：出席率が2/3以上の者が、最終評価の対象となる

◆課題に対するフィードバック 前回の授業内容を小テストで確認する。
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韓国語

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 履修する前にハングルの基本母音10個ぐらいは覚えてもらいたい。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 毎回の小テストのために復習をしてもらいたい。

◆【第1回】項目
教科のオリエンテーション
ハングルと韓国語

◆【第1回】講義内容 これから学ぶ言葉って、どんな言葉？

◆【第1回】担当者 イムセヨン

◆【第2回】項目 基本母音

◆【第2回】講義内容
基本母音１０個を学ぶ。
正しい発音を身につけるコツ。

◆【第2回】担当者 イムセヨン

◆【第3回】項目 基本子音

◆【第3回】講義内容 基本子音１４個を学ぶ。

◆【第3回】担当者 イムセヨン

◆【第4回】項目 合成母音＆濃音

◆【第4回】講義内容 基本母音の復習をしながら合成母音＆濃音

◆【第4回】担当者 イムセヨン

◆【第5回】項目 パッチム

◆【第5回】講義内容 日本語には無いパッチムを勉強する。

◆【第5回】担当者 イムセヨン

◆【第6回】項目 発音ルール

◆【第6回】講義内容 ハングルの発音のルールとその例外について単語を覚えながら学ぶ

◆【第6回】担当者 イムセヨン

◆【第7回】項目 全体の復習

◆【第7回】講義内容 今まで勉強したことについて復習する。

◆【第7回】担当者 イムセヨン

◆【第8回】項目 第1課　挨拶

◆【第8回】講義内容 自己紹介と名詞の「です」形とその否定形。

◆【第8回】担当者 イムセヨン

◆【第9回】項目 第２課　指示詞

◆【第9回】講義内容
指示詞
陰母音と陽母音
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韓国語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第9回】担当者 イムセヨン

◆【第10回】項目 第３課　場所を表す表現

◆【第10回】講義内容 場所を尋ねる練習。

◆【第10回】担当者 イムセヨン

◆【第11回】項目 第３課　数字

◆【第11回】講義内容 漢数字と固有数字を歌で覚える。

◆【第11回】担当者 イムセヨン

◆【第12回】項目 第４課　動詞

◆【第12回】講義内容 動詞の疑問文に対して肯定文・否定文で答える。

◆【第12回】担当者 イムセヨン

◆【第13回】項目 第５課　形容詞

◆【第13回】講義内容 形容詞の疑問形で聞いて答える練習。

◆【第13回】担当者 イムセヨン

◆【第14回】項目 第５課　約束をする

◆【第14回】講義内容 時間と場所表現を使って約束をする練習

◆【第14回】担当者 イムセヨン

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容 全体の復習

◆【第15回】担当者 イムセヨン

◆【第16回】項目 期末テスト
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中国語

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 中国語

◆科目責任者 金子真生

◆科目担当者 金子真生

◆オフィスアワー・場所 金曜日昼休み・講師室

◆授業のねらい
中国語は読み、書き、聞く、話すをバランス良く学ぶことが必要である。授業で
は、基礎的な文法、発音、語彙、表現を学び、日常会話や、辞書を用いて標準的な
文体が書かれた新聞記事を読解できるよう教授する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
自己紹介や買い物、インバウンドに関する表現をマスターし、身近な生活で中国語
を役立てることができる

◆教科書 基本文型が身につく！中国語音読　金子真生　ナツメ社（2020年3月発行予定）

◆参考図書 授業内で提示

◆評価方法 授業内のパフォーマンス30％、課題の提出30％、テスト40％

◆課題に対するフィードバック 授業内に実施

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 本文の音読、音源の視聴

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 文法項目、単語の整理

◆【第1回】項目 母音と声調

◆【第1回】講義内容
中国に対する理解
母音・声調の概念の理解

◆【第1回】担当者 金子真生

◆【第2回】項目 子音

◆【第2回】講義内容
中国語の子音の発音を理解する
現時点で発音できる単語
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中国語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 金子真生

◆【第3回】項目 複合母音

◆【第3回】講義内容
複合母音の仕組み
現時点で発音できる単語・フレーズ

◆【第3回】担当者 金子真生

◆【第4回】項目 鼻母音

◆【第4回】講義内容
鼻母音の仕組み
あいさつ言葉

◆【第4回】担当者 金子真生

◆【第5回】項目 発音まとめ

◆【第5回】講義内容 あいさつ表現や単語などを通して発音のまとめをする

◆【第5回】担当者 金子真生

◆【第6回】項目 判断文“是”、疑問文

◆【第6回】講義内容
もっとも基本となる動詞述語文の理解
疑問文の作り方

◆【第6回】担当者 金子真生

◆【第7回】項目 その他の動詞述語文、指示代名詞

◆【第7回】講義内容
会話において重要となる動詞述語文や指示代名詞の理解
中国に関する基礎知識

◆【第7回】担当者 金子真生

◆【第8回】項目 形容詞述語文、所有の文

◆【第8回】講義内容
形容詞述語文の作り方
所有物の表現について

◆【第8回】担当者 金子真生

◆【第9回】項目 量詞、自己紹介

◆【第9回】講義内容
中国語における量詞の理解
自己紹介の表現

◆【第9回】担当者 金子真生

◆【第10回】項目 自己紹介まとめ

◆【第10回】講義内容
個々の状況に応じた単語の補充
発表

◆【第10回】担当者 金子真生

◆【第11回】項目 完了、変化の文、比較文

◆【第11回】講義内容
“了”の使い方
比較文の作り方

◆【第11回】担当者 金子真生

◆【第12回】項目 その他の疑問文、数量補語

◆【第12回】講義内容
疑問文のバリエーション
数量表現について

◆【第12回】担当者 金子真生

◆【第13回】項目 所在文、助動詞“从～到～”

◆【第13回】講義内容
場所に関する表現
移動に関する表現
助動詞について

◆【第13回】担当者 金子真生
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中国語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】項目 嗜好の表現、経験の表現

◆【第14回】講義内容
「好き」なことを伝える
これまでに経験したことを伝える

◆【第14回】担当者 金子真生

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容
これまで学んだ表現で会話の実践
視聴覚教材を用いたリスニング練習

◆【第15回】担当者 金子真生
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形態機能学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/人間と健康

◆1単位当たりの時間  （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 形態機能学

◆科目責任者 横山詩子

◆科目担当者
篠原広志、柏木太一、田代倫子、井上華、加藤優子、谷藤章太、川原玄理、和田英
治、華藤恵美、川幡由希香、李忠連

◆オフィスアワー・場所

毎週水曜日　12～13時  人体構造学集会室
毎週水曜日　12～13時  組織神経解剖学第7研究室
毎週木曜日　12～13時　細胞生理学集会室
毎週木曜日　12～13時　病態生理学集会室

◆授業のねらい
人体を構成する細胞・組織・器官、および環器系、消化器系、呼吸器系などの各系
統の形態と構造とその機能を学修し、人体のしくみを理解する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
1. 看護学で使われる解剖学・生理学用語を理解し覚える。
2. 病態、検査法、薬理作用、看護法を理解するために必要な臓器の構造と機能を
理解する。

◆教科書

1）系統看護学講座　専門基礎分野　人体構造と機能1
「解剖生理学」（医学書院）坂井建雄、岡田隆夫著
2）「カラーアトラス-解剖と機能」（医学書院）横地千仭ら著
3）「看護形態機能学」(日本看護協会出版会)菱沼典子著

◆参考図書 「トートラ人体解剖生理学」丸善出版

◆評価方法
出席率が 2/3 以上の者が、最終評価の対象となる。対象者において、前期試験
（＋再試験）の成績で最終評価を行う（100%）。最終評価で60点（100点満点）以
上を合格とする。

◆課題に対するフィードバック 試験に対する質問は、学務課に提出すること。各担当教員が回答します。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 事前学習では教科書（上記）をよく読むこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 事後学習ではノートを見ながら教科書・参考図書（上記）をよく読むこと。

◆【第1回】項目 解剖生理を学ぶための基礎知識

◆【第1回】講義内容 人体とはどのようなものか
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形態機能学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 篠原広志

◆【第2回】項目 栄養の消化と吸収

◆【第2回】講義内容 消化器の構造と仕組み

◆【第2回】担当者 柏木太一

◆【第3回】項目 呼吸と血液の働き (1)

◆【第3回】講義内容 呼吸器のしくみ

◆【第3回】担当者 谷藤章太

◆【第4回】項目 呼吸と血液の働き (2)

◆【第4回】講義内容 血液の働き

◆【第4回】担当者 谷藤章太

◆【第5回】項目 血液の循環とその調節 (1)

◆【第5回】講義内容 心臓の構造と機能

◆【第5回】担当者 井上華

◆【第6回】項目 血液の循環とその調節 (2)

◆【第6回】講義内容 血管の構造と血液循環

◆【第6回】担当者 加藤優子

◆【第7回】項目 体液の調節と尿の生成

◆【第7回】講義内容 腎臓・排尿路の構造と機能

◆【第7回】担当者 田代倫子

◆【第8回】項目 内臓機能の調節 (1)

◆【第8回】講義内容 自律神経による調節、内分泌機構による調節

◆【第8回】担当者 川原玄理、華藤恵美、川幡由希香

◆【第9回】項目 内臓機能の調節 (2)

◆【第9回】講義内容 全身の内分泌腺と内分泌細胞

◆【第9回】担当者 川原玄理、川幡由希香

◆【第10回】項目 内臓機能の調節 (2)・骨と関節、筋の収縮

◆【第10回】講義内容 ホルモンによる調節、骨と関節、筋の収縮

◆【第10回】担当者 川原玄理、和田英治、川幡由希香

◆【第11回】項目 人体の形状 (1)

◆【第11回】講義内容 骨・筋・関節の基本構造　[体幹]

◆【第11回】担当者 李忠連

◆【第12回】項目 人体の形状 (2)

◆【第12回】講義内容 骨・筋・関節の基本構造　[上肢]

◆【第12回】担当者 李忠連

◆【第13回】項目 人体の形状 (3)
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形態機能学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第13回】講義内容 骨・筋・関節の基本構造　[下肢]

◆【第13回】担当者 李忠連

◆【第14回】項目 情報の受理と処理

◆【第14回】講義内容 神経系の構造と仕組み

◆【第14回】担当者 篠原広志

◆【第15回】項目 生殖・発生と老化のしくみ

◆【第15回】講義内容 生殖器の構造と仕組み･発生

◆【第15回】担当者 柏木太一
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看護学概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の基盤

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護学概論

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵　伊藤綾子

◆オフィスアワー・場所
研究室にて、授業後等随時、事前のアポイントによる
阿部　y-abe@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

看護とは何か、看護の対象とは、社会における看護の価値や看護の専門性とはどの
ようなものかについて学生自身が深く考え、これから学ぶ看護学の概要を理解す
る。具体的には、日本と世界の看護の歴史、専門職としての看護の機能や役割、看
護を考える上で重要な概念（メタパラダイム）、主要な看護理論の概略、看護援助
の範囲、看護の場と対象について、講義やグループディスカッションを通して学
ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ●

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１． 看護とは、看護の対象とは何かについて理解できる。
２． 看護の専門性、看護の機能と役割を理解できる。
３． 世界および日本の看護の発展の歴史について理解できる。
４． 看護理論とは何か、代表的な理論家の理論の特徴が理解できる。

◆教科書

１．e-テキスト　系統看護学講座　専門分野Ⅰ看護学概論、2021年、医学書院
２．看護覚え書－対訳、フロレンス･ナイチンゲール、小林章夫他訳、1998年、う
ぶすな書院
３．看護の基本となるもの、バージニア･ヘンダーソン著、湯槇ます他訳、
　　2016年、日本看護協会出版会

◆参考図書 筒井真由美編：看護理論改訂第３版、南江堂、2019年

◆評価方法
定期試験50％、授業内確認テスト20%・事前･事後課題20%・グループワーク成果物
10%とする。

◆課題に対するフィードバック
事前課題は、授業内で解説をする形でフィードバックする。事後課題は、グループ
および個人で提出したものに教員がコメントする形でフィードバックを行うととも
に、全体に必要となるフィードバックを授業内で行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業前に予習しておくことを事前課題（ワークシート）とするので、それをを仕上
げて提出期限を守って提出する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業中に取り組んだワークシートを重点的に復習し、次回の確認テストの準備をす
る。授業内に出された課題について個人またはグループで取り組み、指定された日
時に提出する。
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看護学概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】項目
ガイダンス　看護の定義と看護学    対面もしくはオンラインで行う。

◆【第1回】講義内容
看護の定義、看護学とはどのような学問か、看護教育制度について理解する。

◆【第1回】担当者 阿部幸恵

◆【第2回】項目 看護の歴史➀原始～中世　     オンデマンドで行う。

◆【第2回】講義内容
古代から中世までの看護の歴史や成り立ちについて理解する。

◆【第2回】担当者 阿部幸恵

◆【第3回】項目 看護の歴史②近代～現代　     オンデマンドで行う。

◆【第3回】講義内容
近代から現代までの看護の歴史と将来への展望などについて理解する。

◆【第3回】担当者 阿部幸恵

◆【第4回】項目 看護理論とは➀　      オンデマンドで行う。

◆【第4回】講義内容
看護理論とは何か、看護理論の変遷について理解する。ナイチンゲールの看護理論
を「看護覚え書」を通して理解する。

◆【第4回】担当者 阿部幸恵

◆【第5回】項目 看護理論とは②　      オンデマンドで行う。

◆【第5回】講義内容
ナイチンゲールの理論を「看護覚え書」を通して理解する。ヘンダーソンの理論を
「看護の基本となるもの」を通して理解する。

◆【第5回】担当者 阿部幸恵

◆【第6回】項目 看護理論とは③        オンデマンドで行う。

◆【第6回】講義内容
ヘンダーソンの理論を「看護の基本となるもの」を通して理解する。ペプロウ・オ
レム・ロイ・トラベルビーの理論の概要を理解する。

◆【第6回】担当者 阿部幸恵

◆【第7回】項目 看護の対象とは①      対面もしくはオンラインで行う。

◆【第7回】講義内容
看護の対象について生物学・ニーズ論・健康観・社会学など様々な視点から理解す
る。

◆【第7回】担当者 阿部幸恵

◆【第8回】項目 看護の対象とは②    対面もしくはオンラインで行う。

◆【第8回】講義内容
看護の対象について生物学・ニーズ論・健康観・社会学など様々な視点から理解す
る。

◆【第8回】担当者 阿部幸恵

◆【第9回】項目 看護実践の基盤　      オンデマンドで行う。

◆【第9回】講義内容
看護技術とその特性、看護技術を実践する思考のプロセスやEBNの概要と実践する
際の原理原則について理解する。

◆【第9回】担当者 伊藤綾子

◆【第10回】項目 看護の役割と機能      オンデマンドで行う。

◆【第10回】講義内容
看護の対象となる方々に対する役割と社会・組織など多様な場での看護の機能を理
解する。

◆【第10回】担当者 阿部幸恵

◆【第11回】項目 看護の提供システム     オンデマンドで行う。

◆【第11回】講義内容
保健･医療･福祉の理念を学ぶとともに病院、施設、地域など様々な場でどのように
看護が提供されているのかを理解する。

◆【第11回】担当者 阿部幸恵

◆【第12回】項目 看護の専門性、専門職としての看護       オンデマンドで行う。

◆【第12回】講義内容
看護の専門性とは何か、専門職としての看護、根拠に基づく看護とは何かを理解す
る。

◆【第12回】担当者 阿部幸恵

◆【第13回】項目 看護実践と倫理　       オンデマンドで行う。

◆【第13回】講義内容
看護における倫理的問題や課題とは何かを理解する。
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看護学概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第13回】担当者 伊藤綾子

◆【第14回】項目 多職種とその連携　     オンデマンドで行う。

◆【第14回】講義内容
看護の対象を支える多様な職種を知り、多職種連携の必要性と看護の役割を理解す
る。

◆【第14回】担当者 阿部幸恵

◆【第15回】項目 看護学の展望　      対面もしくはオンラインで行う。

◆【第15回】講義内容
看護学の発展と課題、専門職者としての責務について理解する。

◆【第15回】担当者 阿部幸恵
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看護基礎実習Ⅰ（対象理解）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の対象

◆1単位当たりの時間 （45時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 実習

◆科目名 看護基礎実習Ⅰ（対象理解）

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆オフィスアワー・場所
実習時間終了後または随時（事前のアポイントによる）。
阿部　y-abe@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

患者の療養の場である病院に実習生という立場で臨み、人々の健康の回復を支える
医療機関の特徴や果たす役割、そこで働く様々な職種の仕事について理解する。ま
た、実際にケアを提供している看護師にシャドーイングすることを通して、看護師
と患者の関係や患者の入院生活の実際、医療者から受ける支援、多職種との連携等
を学び、看護の役割や機能について看護学概論や生活支援論での学びと結び付ける
ことができる。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ●

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１. 療養生活を送る人の生活の場である病院の特徴や果たす役割について説明する
　　ことができる。
２. 療養生活を送る人が看護師や多職種からどのような関わりや支援を受けている
　　のかを説明できる。
３. 病院で療養生活を送る人にとって看護はどのような役割や機能があるのかを説
　　明できる。
４. 実習生としての責任を自覚した言動や学習活動を主体的に行うことができる。

◆教科書 看護学概論・看護技術論Ⅰで使用したテキストや資料。

◆参考図書 必要時に提示する。

◆評価方法
実習時間の4/5の出席を以って、単位認定の評価対象とする。
病院の特徴と果たす役割・療養生活の実際・看護師と患者の関係性・看護師や多職
種の理解60%、看護の役割と機能のレポート30％、学習者としての適切な姿勢10％

◆課題に対するフィードバック 実習中及び実習後に個人または集団にフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1日あたり1時間以上

◆事前学習（内容）
看護学概論、看護技術論Ⅰで学習した内容を復習して実習に臨む。臨地実習の手引
き、実習要項を熟読し、科目と自身の目標を明確にして実習に臨む準備をする。

◆事後学習（時間） 1日あたり1時間以上
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看護基礎実習Ⅰ（対象理解）

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）
日々のフィードバックの振り返りとまとめを行う。また、実習後に評価表や面談で
明らかになった個々の課題について、教科書・参考書・授業資料などを用いて復習
する。

◆実習内容と方法

【実習期間】指定された1週間
【実習場所】東京医科大学病院
【実習内容と方法】
　　　　　　1日目：実習オリエンテーションと病院見学
　　　　　　2日目～4日目：各病棟で看護師のシャドーイング
　　　　　　5日目：実習の振り返り、個別面談、レポートの作成
　　　　　　　　詳細は、実習要項を読むこと。
　　　＊感染状況によっては、時間の短縮など実習方法が変更となる場合がある。
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老年基礎実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の対象（実習）

◆1単位当たりの時間 （45時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 実習

◆科目名 老年基礎実習

◆科目責任者 田所良之

◆科目担当者 田所良之，田中貴大，その他各領域教員

◆オフィスアワー・場所

実習時間終了後、または、随時メールでアポイントをとって調整・実施。場所は教
員研究室や実習場所、あるいは、オンラインで対応。
老人看護学専門領域の教員のE-mailアドレスを以下に示す。
田所良之　taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com
田中貴大　ttanaka@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい
地域で暮らす高齢者の現在の生活や生きがい、楽しみ、ならびに、それらにつなが
るこれまでの生活や文化・歴史的背景への知的で人間的な関心を持ち、高齢者の思
い・考え・感情について理解を深める。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ●

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．地域で暮らす高齢者のこれまでの生活や文化・歴史的背景に、知的な興味・関
心を寄せ、探索的にそれらを調べることができる。
２．地域で暮らす高齢者の現在の生活、生きがい、楽しみに、知的で人間的な関心
を寄せることができる。
３．上記をもとに、地域で暮らす高齢者の思い・考え・感情について、対象者を尊
重した態度をとり、対象者との直接的なコミュニケーションならびに学習を通して
理解を深めることができる。
４．地域で暮らす高齢者ならびに高齢者の生活について理解できる。
５．老年期の特徴や老年期における健康について自分の言葉で述べることができ
る。

◆教科書

医学書院eテキスト：系統看護学講座
基礎看護学①看護学概論，基礎看護学②基礎看護技術Ⅰ，基礎看護学④臨床看護総
論，老年看護学，老年看護 病態・疾患論
その他、適宜資料を提示する。

◆参考図書 実習担当者が適宜資料を提示する。

◆評価方法

実習時間の4/5以上出席した学生を単位認定の評価対象とする。
実習目的および到達目標の達成度と努力（60％）、実習への姿勢・態度（25％）、
日々の記録および最終レポート（15％）で成績評価を行う。尚、日々の記録および
最終レポートが未提出の場合は全体評価を行わない（単位認定しない）ので留意す
ること。
成績評価は、S，A，B，C，Dの5段階で評価し、S，A，B，Cを合格とする。

◆課題に対するフィードバック
臨地および学内での実習・カンファレンスを通して、あるいは、実習終了後に全体
または個別にフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1日あたり1時間以上
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老年基礎実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）
実習開始までに事前課題学習シートにそって、調べ学習を行い自分の考えをまとめ
る。また、実習施設の概要について調べまとめる。実習開始後は、学びたいことや
知りたいことを含め、翌日の実習の学習計画を立案する。

◆事後学習（時間） 1日あたり1時間以上

◆事後学習（内容）
実習で学んだことや翌日の課題について毎日の実習記録用紙に記入・整理する。疑
問に感じたことや課題と思ったことについて、自身で調べておき、翌日の実習・カ
ンファレンス等において共有したり指導をうけられるようにしておく。

◆実習内容と方法

実習の詳細については、老年基礎実習 実習要項を配布し、実習オリエンテーショ
ンにて説明を行う。

実習期間：2021年9月6日（月）～9月10日（金）、2021年9月13日（月）～9月17日
（金）の2クールのいずれかに学生を配置し、指定された日程で実習を行う。
実習施設：指定された高齢者施設（デイサービス（通所介護），デイケア（通所リ
ハビリテーション），介護老人保施設、地域交流館など）
実習時間：9:00～16:00（実習施設によって多少異なることあり）
実習方法：
1)実習初日は、学内で実習オリエンテーションを受け、各実習施設の概要について
学習し、実習目標とともに発表し、様々な実習施設や対象者についての知識を共有
する。
2)実習2日目～4日目は、実習施設において臨地実習を行う。臨地においては実習施
設の職員の方からオリエンテーションを受け、施設利用する高齢者の方々とかかわ
り、地域で暮らす高齢者ならびに高齢者の生活について、言語的・非言語的コミュ
ニケーションを通して理解する。
3)日々の実習やカンファレンスのディスカッションを通して、地域で暮らす高齢者
ならびに高齢者の生活、老年期の特徴や老年期における健康、高齢者にとっての実
習施設の役割について理解を深める。
4)学内実習において、実習での体験によって理解したことを実習の目的、到達目標
をふまえてグループあるいは全体で意見交換・共有することで、学びを深め、統合
する。
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看護技術論Ⅰ

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の方法（講義・演習）

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護技術論Ⅰ

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆オフィスアワー・場所

授業時間終了後または随時（事前のアポイントによる）。
阿部　y-abe@tokyo-med.ac.jp
伊藤　ayaito@tokyo-med.ac.jp
杉原　hhh13hhh@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

人はどのような環境で日常生活を送っているのか、普段何気なく行っている食事・排
泄・睡眠・清潔などの日常生活行動について形態機能学の視点からそれらのメカニズ
ムを学ぶ。その上で、さまざまな状況にある人々の日常生活を満たすための援助の原
則を学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１． 日常生活を「人間」「環境」「健康」の視点でとらえることができる。
２． 形態機能学の視点で人々の日常生活行動について理解できる。
３． さまざまな状況にある人々の日常生活のニーズを満たすための援助の原則を理解
できる。

◆教科書

1）系統看護学講座　専門分野Ⅰ基礎看護学〔2〕基礎看護技術Ⅰ、2021年、医学書院
2) 系統看護学講座　専門分野Ⅰ基礎看護学〔2〕基礎看護技術Ⅱ、2021年、医学書院
3）看護形態機能学　生活行動からみる身体　第4版、菱沼典子、2017年、日本看護協
会出版会

◆参考図書 必要時提示する。

◆評価方法 定期試験60％　確認テスト【30％】、事前・事後課題【10％】

◆課題に対するフィードバック 授業中および授業後に集団または個別にフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業ごとに授業の予習となるような事前課題を提示しますので、1時間程度かけて十分
に取り組んだ上で授業に臨んでください。提出を求められるものは期限を守って提出
してください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業後には、1時間程度かけて授業の復習を行い、次の回での確認テストの準備をして
ください。また、授業内容から、自身や周囲の人の生日常生活行動や環境について考
えることを習慣付けてください。

◆【第1回】項目
「人間」「環境」「健康」と日常生活
「生命を維持する」とは➀　＊オンデマンドで行う。

◆【第1回】講義内容
自分のみでなく多様な人々にとっての日常生活について考える。また、健康や環境が
どのように日常生活に影響をもたらすのかも学ぶ。また、人にとって「生命を維持す
る」ということはどのようなことなのかを学修する。

◆【第1回】担当者 阿部幸恵
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看護技術論Ⅰ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 「生命を維持する」とは②　＊オンデマンドで行う。

◆【第2回】講義内容
生きるために恒常性を維持するメカニズムと観察する際の原則について体温・呼吸・
循環を中心に学ぶ。

◆【第2回】担当者 阿部幸恵

◆【第3回】項目
「情報を得る・認識する・話す・聞く・コミュニケーション」とは
＊オンデマンドで行う。

◆【第3回】講義内容
形態機能学の視点から人々の「情報を得る・認識する・話す・聞く」の機能のついて
理解するとともに、人と人との関係を成立させるコミュニケーションの基本を学び医
療現場でのコミュニケーションの原則について学ぶ。

◆【第3回】担当者 伊藤綾子

◆【第4回】項目 「食べる」とは　＊オンデマンドで行う。

◆【第4回】講義内容
多様な人々にとって「食べる」とはどのような意味をもつのかを考える。また、形態
機能学の視点から「食べる」機能を学び、様々な状況にある人々への援助の原則を理
解する。

◆【第4回】担当者 阿部幸恵

◆【第5回】項目 「排泄する」とは　＊オンデマンドで行う。

◆【第5回】講義内容
多様な人々にとって「排泄する」とはどのような意味をもつのかを考える。また、形
態機能学の視点から「排泄する」機能を学び、様々な状況にある人々への援助の原則
を理解する。

◆【第5回】担当者 伊藤綾子

◆【第6回】項目 「活動する・眠る・休息する」とは　＊オンデマンドで行う。

◆【第6回】講義内容
多様な人々にとって「活動する・眠る・休息する」とはどのような意味をもつのかを
考える。また、形態機能学の視点から「活動する・眠る・休息する」の機能を学び、
様々な状況にある人々への援助の原則を理解する。

◆【第6回】担当者 伊藤綾子

◆【第7回】項目 「清潔にする」とは　＊オンデマンドで行う。

◆【第7回】講義内容
多様な人々にとって「清潔にする」とはどのような意味をもつのかを考える。また、
形態機能学の視点から「清潔にする」の機能を学び、様々な状況にある人々への援助
の原則を理解する。

◆【第7回】担当者 伊藤綾子

◆【第8回】項目 「安全を守る」とは　＊オンデマンドで行う。

◆【第8回】講義内容
日常生活に潜む様々な危険から身を守る安全について多角的に考えるとともに、感染
防御の原則について学ぶ。

◆【第8回】担当者 伊藤綾子　阿部幸恵　杉原ひとみ　大和田信行
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生命と地球環境

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と自然科学

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 生命と地球環境

◆科目責任者 篠田　章

◆科目担当者 増渕　伸一、増井　大、篠田　章

◆オフィスアワー・場所

月・木：16:30〜18:00・物理学教室：増渕　伸一
月・火：16:30〜18:00・化学教室　：増井　大
月・火：16:30〜18:00・生物学教室：篠田　章
 e-自主自学のメールで事前にアポイントをとること

◆授業のねらい

　現在、文明活動の影響を含め地球規模の環境破壊が問題(例として、気候の温暖
化、放射性物質の汚染、砂漠化の拡大、酸性雨問題、生物多様性の減少など)と
なっており、時間スケールとグローバルな観点から地球環境を保つシステム、およ
び今後の環境変化について学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．地球環境の成り立ちについて説明できる。
２．地球環境における物質循環やエネルギー収支について説明できる。
３．地球環境に及ぼす人為活動とその影響を考察できる。
４．生物における個体群動態と種間・種内作用を概説できる。
５．生物圏の生物要因と非生物要因を概説し，それらの相互作用を説明できる。
６．生物多様性を保全する意義について説明できる。
７．生命に影響を与える人為的影響としての内部被曝および外部被曝について，そ
の違いと危険性について説明できる。

◆教科書 講義資料を配付する。（増渕　伸一・増井大・篠田章）

◆参考図書

１．「医療系のための物理」第2版　佐藤幸一・藤代敏幸著、2013（東京教学社）
２．「教養としての化学入門」Kimberley Waldron著 竹内敬人訳、2016（化学同
人）
３．「スター生物学（原著第4版）」　スター他著　八杉貞雄監訳、2013（東京化
学同人）

◆評価方法
定期試験（多肢選択式および記述式問題）80％、受講態度（各講義回の確認テスト
など）20％

◆課題に対するフィードバック 試験終了後、e自主自学により問題別にフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） ※学習方法については，必要に応じて指示する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） ※学習方法については，必要に応じて指示する。

◆【第1回】項目 宇宙と地球の環境

◆【第1回】講義内容
１．宇宙の誕生と太陽系と地球の成り立ち
２．地球環境における「熱」
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生命と地球環境

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 増渕　伸一

◆【第2回】項目 太陽と大気分子

◆【第2回】講義内容
１．大気構造とオゾン層
２．オゾンと紫外線、オゾンホール

◆【第2回】担当者 増井　大

◆【第3回】項目 大気汚染と酸性雨

◆【第3回】講義内容
１．NOx，SOx，オキシダントの発生
２．酸性雨のメカニズムとpH

◆【第3回】担当者 増井　大

◆【第4回】項目 炭素循環と熱収支

◆【第4回】講義内容
１．地球の熱収支と温暖化メカニズム
２．炭素循環と温室効果ガス

◆【第4回】担当者 増井　大

◆【第5回】項目 個体群

◆【第5回】講義内容
１．個体群動態
２．生活史
３．ヒトの個体群

◆【第5回】担当者 篠田　章

◆【第6回】項目 群集と生態系

◆【第6回】講義内容
１．種間相互作用
２．相互作用
３．物質循環とエネルギー流

◆【第6回】担当者 篠田　章

◆【第7回】項目 生物圏と人間の影響

◆【第7回】講義内容
１．バイオーム
２．生物多様性
３．保全

◆【第7回】担当者 篠田　章

◆【第8回】項目 放射線と被曝

◆【第8回】講義内容
１．放射線の種類と生体への影響
２．外部被曝と内部被曝の違いと危険性

◆【第8回】担当者 増渕　伸一
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発達心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と自然科学

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 発達心理学

◆科目責任者 中村有希

◆科目担当者 中村有希

◆オフィスアワー・場所 講義の前後30分　非常勤講師控え室

◆授業のねらい

家族のありかた、働き方が複雑になってきている現代社会において、人間のありか
たも多様になっている。その多様性を理解するための基礎として、乳児期から老年
期まで生涯にわたる心の発達の基本について学ぶ。発達理論を通し、発達段階に
沿った特徴などの基本的知識を現代社会との関連を踏まえたうえで学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
（１）現代社会との関わりを踏まえ、人間の発達を身体、情緒、対人関係発達の視
点から学ぶ。（２）人間のあり方を知る。（３）発達を促す関わり方を考えること
ができる。

◆教科書
小谷英文(2020) 精神分析的システムズ心理療法　-人は変われる- 第2刷 (ソフト
カバー)PAS心理教育研究所出版部（第5章「発達の力」）

◆参考図書
宇佐美しおり・野末聖香(編)(2009)精神看護スペシャリストに必要な理論と技法
日本看護協会出版会

◆評価方法 定期試験　100%

◆課題に対するフィードバック 試験終了後、必要な学生には問題別にフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 講義開始までにテキストの必要箇所を読んでくること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
毎回授業で学んだことを整理し、ノートにまとめておくこと。不明な点はそのまま
にせず、テキストを読んで確認するか、次の授業までに質問すること。

◆【第1回】項目 発達心理学概説

◆【第1回】講義内容
本講義の目的および到達目標の確認・現代社会と発達理論（教科書第5章 p.73-
80）

◆【第1回】担当者 中村有希

◆【第2回】項目 一人前の子ども：0歳から3歳までの発達①

◆【第2回】講義内容
分離個体化の過程：生まれてから８ヶ月まで（身体・情緒・対人関係発達と発達課
題）（教科書第5章 p.81-106）

◆【第2回】担当者 中村有希

◆【第3回】項目 一人前の子ども：0歳から3歳までの発達②

◆【第3回】講義内容
分離個体化の過程：9ヶ月から3歳まで（身体・情緒・対人関係発達と発達課題）
（教科書第5章 p.106-149）
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発達心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】担当者 中村有希

◆【第4回】項目 一人前の子ども：4歳から6歳までの発達

◆【第4回】講義内容
自律性の発達と社会化：身体・情緒・対人関係発達と発達課題（教科書第5章
p.149-153）

◆【第4回】担当者 中村有希

◆【第5回】項目 一人前の児童：7歳から12歳までの発達

◆【第5回】講義内容
潜伏期と前思春期：身体・情緒・対人関係発達と発達課題（教科書第5章 p.153-
162）

◆【第5回】担当者 中村有希

◆【第6回】項目 一人前の青年：13歳から19歳までの発達

◆【第6回】講義内容
思春期から自我同一性へ：身体・情緒・対人関係発達と発達課題（教科書第5章
p.163-175）

◆【第6回】担当者 中村有希

◆【第7回】項目 一人前の大人：20歳から64歳までの発達

◆【第7回】講義内容 成熟の過程：身体・情緒・対人関係発達と発達課題（教科書第5章 p.175-179）

◆【第7回】担当者 中村有希

◆【第8回】項目 一人前の年寄り：65歳から

◆【第8回】講義内容 衰えと適応：身体・情緒・対人関係発達と発達課題（教科書第5章 p.179-180）

◆【第8回】担当者 中村有希
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多文化共生論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と文化

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 多文化共生論

◆科目責任者 長谷部美佳

◆科目担当者 長谷部美佳

◆オフィスアワー・場所
講義前後の非常勤講師室，または下記連絡先にて随時受付
e-mail ： mikahase@gen.meijigakuin.ac.jp

◆授業のねらい

現代社会は、グローバリゼーションにより民族、国籍、言語、習慣の異なる人々が
ともに暮らす社会である。様々な価値観を認め、相互理解のもと対等な関係を気づ
きながら生活するにはどうしたらよいかを学ぶ。とりわけ、外国人受け入れ施策、
外国人を取り巻く課題やその支援について学び、多様性を尊重し共に暮らす多文化
共生社会について考えを深める。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
(1) 日本に在住する外国人の概要が説明できる。
(2) 外国人が日本社会で直面する課題を説明できる。
(3) 医療従事者として外国人の支援をする際に、留意する点を説明できる

◆教科書 特になし。各回ごとに参考資料等を紹介する

◆参考図書

大野光子（2020）『大都市東京の「多文化空間」で生きる人びと―新宿・大久保の
24時間保育園の記録』ハーベスト社、中川正春（他）（2014）『なぜ今、移民問題
か』別冊環 ; 20，藤原書店。その他、法務省『出入国管理白書』は毎年公刊され
ているので、外国人の現況を把握するために必ず目を通すこと。また、できるだけ
新聞記事等、授業時間外で最新の情報に触れるように努力すること。

◆評価方法

各授業で提出するコメントを含めた平常点40％、レポート60％。3分の2以上の出席
がない場合、レポートの提出は認められない、あるいは提出されても単位認定しな
い。コメント提出がない場合は出席とカウントしない。レポートの提出のない場合
も同じく単位認定しない。

◆課題に対するフィードバック
コメント等、質問がある場合には、メールあるいはオンラインツールで回答する。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業で予定される講義内容について、事前に課題や資料を読み、問題意識をもって
授業に参加すること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業で配布された資料やスライド等を見直し、理解が難しいところは復習し、わか
らないところは適宜質問すること。
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多文化共生論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】項目 ガイダンス／日本にいる外国人とは

◆【第1回】講義内容
授業ガイダンスを行う。日本の在住外国人の現状を把握しながら、日本のさまざま
な現場で「共生」が必要であることを確認する

◆【第1回】担当者 長谷部美佳

◆【第2回】項目 多文化共生とは何か―日本の政策を考える

◆【第2回】講義内容
これまで日本が在住外国人に対して採ってきた政策を振り返り、「多文化共生施
策」のあり方を知る。

◆【第2回】担当者 長谷部美佳

◆【第3回】項目 オールドカマーと中国帰国者−日本人だった人たちの高齢化問題

◆【第3回】講義内容

日本の在住する外国人をいくつかのカテゴリーに分けて説明する。戦前から日本に
在住し、日本国籍者であった特別永住者と、日本から満州に渡り、1980年代以降日
本に帰国してきた帰国者について理解し、その上で彼らが直面する高齢化について
触れる。

◆【第3回】担当者 長谷部美佳

◆【第4回】項目 国際結婚で移動してきた人たちとジェンダー

◆【第4回】講義内容

1980年代以降、日本に大量にやってきた国際結婚による移住者について論ずる。特
に、日本の国際結婚の移住者に女性が多いことから、ジェンダーの視点から日本へ
の定着を考える。また、彼女たちの多くがより多くの困難に直面すること、また高
齢化の問題なども紹介する。

◆【第4回】担当者 長谷部美佳

◆【第5回】項目 日系人の現在

◆【第5回】講義内容
1990年の改正入管法以降、日本で急増した日系人について、その増加の背景、定着
の過程、そして家族と教育の問題などのこれまでの歩みを振り返る。そのうえで、
日系人が現状としてどのように暮らしているのか、理解を深める。

◆【第5回】担当者 長谷部美佳

◆【第6回】項目 日本に暮らす難民と「無国籍」者

◆【第6回】講義内容

日本に在住する難民と、国籍がない状態の「無国籍者」についての紹介をする。特
に難民条約加盟以前から日本に定住し始めたインドシナ難民、2010年から定住して
いる「第三国定住」の難民、そして条約難民、さらに、現在社会問題となっている
入管施設への収容の問題等にも触れる。

◆【第6回】担当者 長谷部美佳

◆【第7回】項目 技能実習生とは

◆【第7回】講義内容

近年激しく増加傾向にあり、なおかつその人権が侵害されているとして社会問題と
もなっている技能実習生の問題を論ずる。増加の背景、労働環境をはじめ、労働災
害や隠れた妊娠・出産などの危険がある集団であることなど、医療従事者として理
解しておきたい点を理解する。

◆【第7回】担当者 長谷部美佳

◆【第8回】項目 EPAで働く人たち（看護師、介護士）

◆【第8回】講義内容
二国間の協定であるEPAという仕組みで日本に来日している介護士、看護師につい
て紹介する。数は決して多くないが、介護・看護の分野のみに特化して来日する人
たちなので、その背景と現状について理解する。

◆【第8回】担当者 長谷部美佳

◆【第9回】項目 日本人とは誰？

◆【第9回】講義内容

この回は、外国人を考えるうえで欠かせない「日本人」について、ディスカッショ
ンをする。果たして日本人とは誰なのか、履修者の「日本人」に対しての考えを言
語化し、グループのほかのメンバーと共有することで、自分の考えを相対化する機
会とする。

◆【第9回】担当者 長谷部美佳

◆【第10回】項目 外国人の高齢化
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多文化共生論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第10回】講義内容

オールドカマーをはじめ、中国帰国者、国際結婚の移住者、インドシナ難民など、
日本に40年以上暮らす人たちにとって、高齢化は重大な問題となっている。介護、
日本語の喪失、相続、死といった高齢化による問題について紹介し、理解を深め
る。

◆【第10回】担当者 長谷部美佳

◆【第11回】項目 外国人女性の出産・子育て・DV

◆【第11回】講義内容

国際結婚の移住者、あるいは定住している移住女性にとって、出産や子育てという
のは、困難を伴うものである。また、特に日本人の配偶者がいる外国人女性の多く
はDVにも悩まされている。外国人女性の出産やDVについての問題を紹介し、理解を
深める。

◆【第11回】担当者 長谷部美佳

◆【第12回】項目 多文化における医療実践

◆【第12回】講義内容
日本とは医療実践が異なる国からの移住者は、日本の医療現場では理解の難しい習
慣や、あるいは医療に対しての認識を持っている場合がある。そうした医療に対す
る文化的な違いを理解する。

◆【第12回】担当者 長谷部美佳

◆【第13回】項目 多文化ソーシャルワークとは

◆【第13回】講義内容
外国人の増加に伴い、福祉の分野でも「多文化」に配慮した支援の在り方が注目さ
れるようになっている。多文化ソーシャルワーク」という考え方があるので、この
考え方の理論と、実践事例等を紹介する。

◆【第13回】担当者 長谷部美佳

◆【第14回】項目 社会保障と外国人

◆【第14回】講義内容

日本の難民条約加盟以降、社会保障には内外差別は法的には起こらないのが原則と
なっている。ただし、年金、国民健康保険等、様々な理由から排除されている人は
一定数存在し、特に医療との兼ね合いでは、問題が発生することになります。現状
で外国人にとっての社会保障の制度がどのようになっているのか、現実がどうなの
かを理解する。

◆【第14回】担当者 長谷部美佳

◆【第15回】項目 まとめと振り返り

◆【第15回】講義内容 1回～14回目までを振り返り、学習内容の定着を図る。

◆【第15回】担当者 長谷部美佳
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フランス語

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 フランス語

◆科目責任者 仲島陽一

◆科目担当者 仲島陽一

◆オフィスアワー・場所
医学科講師室（授業の前後。その他または長時間の場合は事前にアポイントを取る
こと）

◆授業のねらい
フランス語を読み、書き、話すための基礎的事項を理解し、フランス語の総合的能
力を向上させ、フランス語による自己表現ができ、中級フランス語を習得をできる
機会を提供する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
基本的な会話や読み書きを習得する。フランス・フランス語・フランス人について
基本的な知識を得る。

◆教科書 『やさしいサリュ』駿河台出版社、1800円

◆参考図書 『クラウン仏和辞典』三省堂3600円

◆評価方法 定期試験（70%）および平常点（30%）

◆課題に対するフィードバック 授業時間内、または次回の授業時

◆事前学習（時間） 1時限あたり30分

◆事前学習（内容） 宿題を含め、前回の箇所を見直す

◆事後学習（時間） 1時限あたり30分

◆事後学習（内容）
復習をする。反復練習を行い、疑問点があったらはっきりさせて次回の授業に備え
る。

◆【第1回】項目 導入

◆【第1回】講義内容 フランス語の文字

◆【第1回】担当者 仲島陽一

◆【第2回】項目 挨拶

◆【第2回】講義内容 簡単な挨拶表現

◆【第2回】担当者 仲島陽一
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フランス語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 紹介

◆【第3回】講義内容 動詞êtreを使った表現

◆【第3回】担当者 仲島陽一

◆【第4回】項目 国籍・職業

◆【第4回】講義内容 名詞の性と数

◆【第4回】担当者 仲島陽一

◆【第5回】項目 話す言葉

◆【第5回】講義内容 規則動詞

◆【第5回】担当者 仲島陽一

◆【第6回】項目 住んでいるところ

◆【第6回】講義内容 否定文

◆【第6回】担当者 仲島陽一

◆【第7回】項目 家族

◆【第7回】講義内容 動詞avoir

◆【第7回】担当者 仲島陽一

◆【第8回】項目 好きなもの

◆【第8回】講義内容 定冠詞・不定冠詞

◆【第8回】担当者 仲島陽一

◆【第9回】項目 食べる・飲む

◆【第9回】講義内容 部分冠詞

◆【第9回】担当者 仲島陽一

◆【第10回】項目 疑問詞

◆【第10回】講義内容 疑問文

◆【第10回】担当者 仲島陽一

◆【第11回】項目 事物の説明

◆【第11回】講義内容 形容詞の性・数変化

◆【第11回】担当者 仲島陽一

◆【第12回】項目 所属・所有

◆【第12回】講義内容 所有形容詞

◆【第12回】担当者 仲島陽一

◆【第13回】項目 行く・来る

◆【第13回】講義内容 不規則動詞動詞aller,venir

◆【第13回】担当者 仲島陽一

◆【第14回】項目 すること

◆【第14回】講義内容 縮約形
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フランス語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】担当者 仲島陽一

◆【第15回】項目 復習

◆【第15回】講義内容 見直しとテスト

◆【第15回】担当者 仲島陽一
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文化人類学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と社会

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 文化人類学

◆科目責任者 倉田誠

◆科目担当者 倉田誠

◆オフィスアワー・場所 倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jpに連絡してください。

◆授業のねらい

文化人類学は、文化を通して人間とは何かを考える学問であり、また異文化にまな
ざしを向ける学問でもある。本講義では、異なる社会の生活様式や価値観について
学び、それらの違いから生じる諸問題を捉え、解決へ導く基礎的な視点・考察力を
身につける。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

(1) 人間概念の多様性を具体的な事例に即して説明できる。
(2) 病気に関わる諸現象を疾病／病気／病いという区別を使って説明できる。
(3) 特定の社会における病気行動やその説明を「説明モデル」という概念を使って
分析できる。
(4) 医療介入に関する倫理的問題に関して、相対主義的立場を踏まえたうえでその
問題点を説明できる。
(5) 現代医療のグローバル化がもたらす社会的影響について具体的な事例にもとづ
いて説明できる。

◆教科書 授業で配布する冊子(課題集)を使用します。

◆参考図書
＊各授業テーマに関する参考図書については、授業時に配布する冊子に記載しま
す。

◆評価方法
グループワークへの参加　30％
課題提出・日誌記入　　　30％
試験レポート　　　　　　40％

◆課題に対するフィードバック
グループワーク等の成果は「e自主自学」上にアップロードし、必要に応じて講評
を行います。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業前に予定されている課題や資料を読み、必要な情報を自主的に収集・整理して
学習ノートにメモしてくることを求めます。これが授業参加の前提となります。そ
の過程で疑問点などがあれば、それも書き出しておいてください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

授業中にグループワークや他グループによる発表の要点、および講評の内容を学習
ノートに記入してください。授業終了後は、それらと予習してきた内容との比較検
討を行い、より多元的で広範な視野や思考の習得に努めましょう。講評に関して不
明な点がある場合は、オフィスアワー等を活用して教員に質問してください。

◆【第1回】項目 イントロダクション

◆【第1回】講義内容
本授業の目的や予習復習の方法を説明しながら、看護と人類学の関わりを解説しま
す。
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文化人類学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 倉田　誠

◆【第2回】項目 練習ワーク

◆【第2回】講義内容 具体的な題材を取り上げ、人類学的思考のあり方を紹介します。

◆【第2回】担当者 倉田　誠

◆【第3回】項目 嬰児殺し「どのようにして"人"となるのか？」

◆【第3回】講義内容 人間概念の多様なあり方に触れながら、人格について考えます。

◆【第3回】担当者 倉田　誠

◆【第4回】項目 遺体処置「遺体／死体はどうに扱われるべきか？」

◆【第4回】講義内容 生者に関する尊厳と死者に関する尊厳の違いを探り、社会による差異も考えます。

◆【第4回】担当者 倉田　誠

◆【第5回】項目 インターセックス「彼女は男なのか？」

◆【第5回】講義内容 性差を題材として、身体と社会規範の関係について議論します。

◆【第5回】担当者 倉田　誠

◆【第6回】項目 民間医療「狐に憑かれたのは誰のせい？」

◆【第6回】講義内容 疾病/病気/病いの違いを理解し、病者を理解する際の合理性の問題を検討します。

◆【第6回】担当者 倉田　誠

◆【第7回】項目 ひきこもり「個人の問題？社会問題？それとも？」

◆【第7回】講義内容
社会問題が医療化されてゆく状況を追いながら、社会と医療との関係を問い直しま
す。

◆【第7回】担当者 倉田　誠

◆【第8回】項目 分娩「どう産むかがなぜ大切なのか？」

◆【第8回】講義内容
医療テクノロジーによる介入に関して、なにが「自然」といわれているかを検証し
ます。

◆【第8回】担当者 倉田　誠

◆【第9回】項目 児童虐待「なぜ私が誰かをケアしなければならないの？」

◆【第9回】講義内容 ケアにおける主体性の問題からケアする者を取りまく社会規範について考えます。

◆【第9回】担当者 倉田　誠

◆【第10回】項目 身体障害「不自由なことは不幸なこと？」

◆【第10回】講義内容 社会における障害という概念の用い方や排除のあり方を省察します。

◆【第10回】担当者 倉田　誠

◆【第11回】項目 認知症介護「世界はどのように見えているか？」

◆【第11回】講義内容 対象者の「認知」や「理解」を捉える方法とその妥当性について議論します。

◆【第11回】担当者 倉田　誠

◆【第12回】項目 糖尿病「私は本当に病気なのでしょうか？」

◆【第12回】講義内容
様々な説明モデルを検討ながら、「病んでいる」ということに関する理解のズレを
考えます。

◆【第12回】担当者 倉田　誠

◆【第13回】項目 代理母ビジネス「誰と誰の取引か？」

◆【第13回】講義内容
グローバルな医療サービスの展開から贈与／収奪や身体をめぐる政治の問題を考え
ます。

◆【第13回】担当者 倉田　誠

◆【第14回】項目 課題ワーク
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文化人類学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】講義内容 これまで学習した知識と思考方法をもとにして、グループで課題に取り組みます。

◆【第14回】担当者 倉田　誠

◆【第15回】項目 課題ワーク

◆【第15回】講義内容 これまで学習した知識と思考方法をもとにして、グループで課題に取り組みます。

◆【第15回】担当者 倉田　誠
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ジェンダー論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と社会

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 ジェンダー論

◆科目責任者 横山美和

◆科目担当者 横山美和

◆オフィスアワー・場所 メールで質問を受け付けます（アドレスは授業内で示します）。

◆授業のねらい
生物学的な視点や歴史の展開、文化論などとの関連の中で、ジェンダーという視点
について整理する。そして、性差別、性暴力、労働、家族、教育といった現代社会
をめぐる諸問題を、ジェンダーの視点から考察する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1. ジェンダー概念を理解し、ジェンダーの視点から様々な社会的事象について考
えることができるようになる。
2. 性にまつわる諸現象を「自然なもの」として自明視するのではなく、文化的な
相違や歴史的な意味づけの変化の中で考えられるようになる。

◆教科書
『セックス／ジェンダー：性分化をとらえ直す』アン・ファウスト‐スターリング
著、福富護・上瀬由美子・宇井美代子・立脇洋介・西山千恵子・関口元子訳、2018
年、世織書房

◆参考図書

・『フェミニズムと科学／技術』小川眞里子著、2001年、岩波書店。
・『ジェンダー論をつかむ』千田有紀・中西祐子・青山薫著、2013年、有斐閣。
・『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』笹川あゆみ編著・北原
零未・小関孝子・堀川修平著、2017年、北樹出版。
ほか、適宜授業中に紹介します。

◆評価方法
課題50％、中間テスト20％、最終テスト30％（課題を3分の2以上提出し、かつテス
トを受けないと合格できない）

◆課題に対するフィードバック
課題の内容によってはフィードバックをします。メールや学習システム上で行いま
す。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 教科書をよく読み、疑問点を洗い出しておいてください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義の資料を読み直してください。授業で案内した参考資料に目を通してくださ
い。

◆【第1回】項目 イントロダクション

◆【第1回】講義内容
ジェンダー・セクシュアリティ研究の背景を理解するために、フェミニズムの歴史
を学ぶ（教科書はまだ使用しない）。

◆【第1回】担当者 横山美和

◆【第2回】項目 第1章　ジェンダーレスの未来？　及び　 第2章　らせん構造と階層構造

◆【第2回】講義内容 この回から教科書に入り、ジェンダー概念の成立について学ぶ。
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ジェンダー論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 横山美和

◆【第3回】項目 第3章　分子とセックス

◆【第3回】講義内容 性決定研究の歴史と課題について学ぶ。

◆【第3回】担当者 横山美和

◆【第4回】項目 第4章　ホルモンと脳

◆【第4回】講義内容 「脳の性差」言説について考える。

◆【第4回】担当者 横山美和

◆【第5回】項目 第5章　ワタシは男の子？女の子？〈ジェンダー・アイデンティティの出現〉

◆【第5回】講義内容 性自認と身体の関係について学ぶ。

◆【第5回】担当者 横山美和

◆【第6回】項目 第6章　同性愛について考える（1）

◆【第6回】講義内容 歴史学や文化人類学で同性愛がどう見られてきたかを学ぶ。

◆【第6回】担当者 横山美和

◆【第7回】項目 第6章　同性愛について考える（2）

◆【第7回】講義内容 生物学で同性愛がどう見られてきたかを学ぶ。

◆【第7回】担当者 横山美和

◆【第8回】項目 中間テスト・補足の回

◆【第8回】講義内容
・中間テストを行う。
・性的マイノリティのかかえる問題等について動画など視聴しながら学ぶ。

◆【第8回】担当者 横山美和

◆【第9回】項目 第7章　集団について考える、個人について考える

◆【第9回】講義内容 男女の統計的な差について考える。

◆【第9回】担当者 横山美和

◆【第10回】項目
第8章　ピンクとブルーは永遠か？　及び　第9章　ピンクとブルーの発達のダイナ
ミクス

◆【第10回】講義内容 男女の色の好みとされるものと、発達の影響について考える。

◆【第10回】担当者 横山美和

◆【第11回】項目 第10章　おわりに：ジェンダー（およびセックス）の将来

◆【第11回】講義内容 教科書のまとめとディスカッション（教科書はこの回で終わり）

◆【第11回】担当者 横山美和

◆【第12回】項目 性と生殖をめぐる健康と権利

◆【第12回】講義内容 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖をめぐる健康と権利）について学ぶ

◆【第12回】担当者 横山美和

◆【第13回】項目 暴力とジェンダー

◆【第13回】講義内容 日常生活における暴力について学ぶ。

◆【第13回】担当者 横山美和

◆【第14回】項目 教育とジェンダー

◆【第14回】講義内容 教育の男女格差について学ぶ

◆【第14回】担当者 横山美和

◆【第15回】項目 科学技術とジェンダー
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ジェンダー論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】講義内容 科学における女性の状況について学ぶ

◆【第15回】担当者 横山美和

◆【第16回】項目 期末テスト

◆【第16回】講義内容 テスト

◆【第16回】担当者 横山美和
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シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/探求の技法

◆1単位当たりの時間 (30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 演習

◆科目名 アカデミック・スキルⅡ

◆科目責任者 阿部　祝子

◆科目担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆オフィスアワー・場所

担当者の指示に従ってください。
阿部　祝子　　abe-s@tokyo-med.ac.jp
小林　万里子　koba-ma@tokyo-med.ac.jp
神澤　尚利　　kamizawa@tokyo-med.ac.jp
原田　通予
藤沼　小智子　fujinuma@tokyo-med.ac.jp
大和田　信行
岡本　奈々子　nokamoto@tokyo-med.ac.jp
西塔　依久美　ikumi@tokyo-med.ac.jp
鈴木　征吾　  suzukise@tokyo-med.ac.jp
田中　貴大　　ttanaka@tokyo-med.ac.jp
土谷　ちひろ　tsuchihi@tokyo-med.ac.jp
西井　聡美　　nishii@tokyo-med.ac.jp
久長　正美　　hisanaga@tokyo-med.ac.jp
光行　多佳子　t-mitsu@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

アカデミックスキルⅠでの学習を踏まえ、グループで探求するテーマを見つけ、問
題が何かを明らかにする思考力、判断力と、思考し判断したことを適切に表現する
力を養い、グループ討議を重ねながら、議論の仕方を学ぶ。また、それを論理的な
文章として構成しまとめる力、効果的なプレゼンテーションを行う力を養う。この
科目は、少人数のグループによるゼミ形式の学習とする。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ●

◆到達目標

自己学習・ゼミナール学習により、大学生・専門職に必要なデータ・サイエンスの
基礎力の習得(基本的学習態度・行動)をめざし、下記の到達目標を設定する。
1.教材となる文献を読み、作者の意図を読み取ることができる。
2.教材の内容から探求するテーマを決め、テーマの理解を深めるための方法の実践
から論理的思考(クリティカル・シンキング)を高めることができる。
3.論理的な文章として構成し、ゼミナール学習に必要なレジュメとしてのまとめ
方・レポートの作成方法、効果的なプレゼンテーション力を身につけることができ
る。
4.ゼミナールにおいて建設的なディスカッションの基本的能力を身につけることが
できる。

◆教科書 別途推薦図書リストを配布する。
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アカデミックスキルⅡ（基礎ゼミ）

シラバス項目名 シラバス内容

◆参考図書
アカデミック・スキルⅠの講義資料
その他各種辞書・辞典、論理的思考・プレゼンテーションに必要な各種図書など
必要に応じ、担当教員が指示する。

◆評価方法

◎学生(個人・グループ)が主体的に討議・討論を進めることで大学生としての学習
姿勢・学習方法を習得する科目で、担当教員はそのためのサポートをする。評価は
下記の配分とする。
ゼミナールでの学習参加度 40点(レジュメ・レポート、プレゼンテーションを含
む)、学生ピア評価 20点、成果発表10点、課題図書レポート 15点、最終レポート
15点とする。 covid-19の影響や臨床実習指導上、必要に応じ各回開講時限の変更
やオンライン(Zoom)授業を行う。担当教員が指示する。

◆課題に対するフィードバック
各担当教員からフィードバックする。
学習成果については発表会時にフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

◎前期に開催される本科目のオリエンテーションに基づき、教材準備・課題提出を
行い、第1回の授業に臨む。
〇前回のゼミナールで挙げられた課題を、各自で調べ整理する。
〇次回のゼミナールで取り上げる教材内容や資料を熟読、内容をしっかり理解して
おく。
〇大学生としての学習姿勢、学習方法、受講態度を身につけるよう、主体的に学習
に取り組む。
　・これまでと大学生の学習の違いとして、自ら知的好奇心を持ち学習を継続し物
事を深く理解する学習姿勢・学習方法を意識し経験し身に付ける。
〇ゼミナール学習の意義や意味を理解し、主体的に学習に取り組む。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

〇ゼミナールでの討論を整理し、あいまいな理解・不明点を見つけ解決に向け学習
する。
〇自分の学習態度や学習方法をリフレクションし、自分の学習を改善していく。
〇各回ゼミナールで個々あるいはメンバーに課された課題は責任をもって解決し、
次のゼミナールにつなげる。

◆【第1回】項目 オリエンテーション、①文献輪読(討議)

◆【第1回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇作成した要約(課題)を発表し、課題遂行の確認として要約文の妥当性(レポート
の構成、書き方、誤字脱字など)を明確にする。
〇疑問や興味・関心のある点について討議し、深めるテーマとその理由を検討す
る。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第1回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第2回】項目 ②文献輪読、テーマの決定と効果的な学習方法

◆【第2回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇改善した要約文を発表し、討議で深めるテーマを決定する。
〇テーマを深めるための学習方法を検討する。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を考える。

◆【第2回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第3回】項目 テーマに関する討議・討論①

◆【第3回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇関心・興味深い点について、討議・討論で理解を深め、さらに理解を深めるため
の課題を見出す。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第3回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第4回】項目 テーマに関する討議・討論②
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シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇関心・興味深い点について、討議・討論で理解を深め、さらに深めるための課題
を見出す。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第4回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第5回】項目 テーマに関する討議・討論③

◆【第5回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇関心・興味深い点について、討議・討論で理解を深め、さらに深めるための課題
を見出す。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第5回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第6回】項目 テーマに関する討議・討論④

◆【第6回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇関心・興味深い点について、討議・討論で理解を深め、さらに理解を深めるため
の課題を見出す。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第6回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第7回】項目 テーマに関する討議・討論⑤　学生ピア評価①

◆【第7回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇関心・興味深い点について、討議・討論で理解を深め、さらに深めるための課題
を見出す。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第7回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第8回】項目 テーマに関する討議・討論⑥　成果のプレゼンテーションの検討①

◆【第8回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇関心・興味深い点について、討議・討論で理解を深め、さらに深めるための課題
を見出す。
〇成果発表のためのプレゼンテーションの具体的方法を検討する。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第8回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第9回】項目 テーマに関する討議・討論⑦　成果のプレゼンテーションの検討②
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シラバス項目名 シラバス内容

◆【第9回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇討議・討論で深めたテーマについて、その成果を整理する。
〇成果発表のためのプレゼンテーションの具体的方法を検討する。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第9回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第10回】項目 成果のプレゼンテーションの検討③

◆【第10回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇前回のゼミナールで課された課題を発表し、テーマを深く理解するために討議・
討論する。
〇あいまいな点、疑問点を明確にし解決する。
〇討議・討論で深めたテーマについて、その成果を整理する。
〇成果発表のためのプレゼンテーションの具体的方法を検討する。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第10回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第11回】項目 成果のプレゼンテーションの準備①

◆【第11回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇討議・討論で深めたテーマについて、その成果を整理する。
〇効果的な成果発表の準備を行う。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第11回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第12回】項目 成果のプレゼンテーションの準備②

◆【第12回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇討議・討論で深めたテーマについて、その成果を整理する。
〇効果的な成果発表の準備を行う。
〇グループ学生自ら次回ゼミナールまでの課題を明確にし、ゼミナールが効果的に
進むよう課題解決の方法を検討する。

◆【第12回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第13回】項目 ゼミナール成果発表①

◆【第13回】講義内容

〇クラス内でゼミナールの成果を効果的にプレゼンテーションする。
〇適切な質疑応答により討議・討論を行う。
〇各役割について、責任をもって実践する。
〇討議・討論を踏まえ、ゼミナールで深めたテーマについてさらなる課題を明らか
にする。

◆【第13回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第14回】項目 ゼミナール成果発表②

◆【第14回】講義内容

〇クラス内でゼミナールの成果を効果的にプレゼンテーションする。
〇適切な質疑応答により討議・討論を行う。
〇各役割について、責任をもって実践する。
〇討議・討論を踏まえ、ゼミナールで深めたテーマについてさらなる課題を明らか
にする。

◆【第14回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子

◆【第15回】項目 まとめ　学生ピア評価②
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アカデミックスキルⅡ（基礎ゼミ）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】講義内容

〇グループで協力し効果的にゼミナール形式の授業を展開する。
〇これまでのゼミナール(成果発表を含む)での学びを明らかにし、グループ内で共
有する。
〇これまでのゼミナール(成果発表を含む)での学びから、自分の学習態度・学習方
法の改善点を明らかにし、具体的な改善策を検討する。

◆【第15回】担当者
阿部　祝子、小林　万里子、神澤　尚利、原田　通予、藤沼　小智子、
大和田　信行、岡本　奈々子、西塔　依久美、鈴木　征吾、田中　貴大、
土谷　ちひろ、西井　聡美、久長　正美、光行　多佳子
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統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/問題解決

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 統計学

◆科目責任者 大久保　豪

◆科目担当者 大久保　豪

◆オフィスアワー・場所 講義の前後に直接ご質問いただくか、メール（suguruokubo@gmail.com）

◆授業のねらい
基本的な統計手法・考え方について、得られた標本データを解析・整理・要約する
ための記述統計学、その解析結果から母集団における状況を推測するための推測統
計学について、その基礎的内容を具体例を用いて教授する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

・基本的な統計値の意味を理解する。
・基本的な統計値を用いて、看護学的な知識について説明できるようになる。
・記述統計と推測統計の違いを理解する。
・統計的仮説検定の意味を理解し、結果の解釈ができるようになる。

◆教科書
なし　必要に応じて、参考図書に示した『系統看護学講座　統計学』を参照しま
す。

◆参考図書 高木晴良. (2016)『系統看護学講座　統計学』7版. 医学書院.

◆評価方法 授業内小テスト50%　レポート課題50%

◆課題に対するフィードバック 適宜、講義内で実施する。Webアプリケーションやメールなども用いる。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

前回の内容の復習をしてから講義に臨むこと。また、日々、保健・医療・福祉につ
いて報道される定量的なデータについて、その意味するところやデータとしての価
値を意識すること。参考図書を読んでから臨んで頂く必要がある場合は、事前に知
らせます。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義の内容の復習、分からない点があればぜひ積極的に講師に質問してみて下さ
い。

◆【第1回】項目 統計学とは

◆【第1回】講義内容 統計学の基本的な考え方、算数・数学との違い　定量的研究における誤差

◆【第1回】担当者 大久保　豪

◆【第2回】項目 基本的な統計量（平均、中央値など）

◆【第2回】講義内容 定量的なデータの平均、標準偏差、中央値、四分位点、範囲など基本的な統計量

◆【第2回】担当者 大久保　豪
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統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 統計学におけるデータの種類

◆【第3回】講義内容 統計学において使用するデータの種類（連続変量、カテゴリカル変数）

◆【第3回】担当者 大久保　豪

◆【第4回】項目 統計学における図表の使用　1

◆【第4回】講義内容 表の使い方について　特に基本属性の表、クロス集計表（2×2、n×n）の見方

◆【第4回】担当者 大久保　豪

◆【第5回】項目 統計学における図表の使用　2

◆【第5回】講義内容 グラフやヒストグラムの読み方、使い方について説明する。

◆【第5回】担当者 大久保　豪

◆【第6回】項目 統計学における推定

◆【第6回】講義内容
母集団と標本集団の考え方について　無作為抽出（random sampling）の意義と手
法　信頼区間の考え方

◆【第6回】担当者 大久保　豪

◆【第7回】項目 統計学的検定について

◆【第7回】講義内容 仮説検定の考え方　帰無仮説　統計学的検定の歴史

◆【第7回】担当者 大久保　豪

◆【第8回】項目 クロス集計表における検定

◆【第8回】講義内容 Fisherの直接確率検定、カイ2乗検定（対応のない場合、対応のある場合）

◆【第8回】担当者 大久保　豪

◆【第9回】項目 連続変量の群間比較（パラメトリック検定）

◆【第9回】講義内容
t検定（対応のない場合、対応のある場合）、一元配置分散分析（ANalysis Of
VAriance; ANOVA）

◆【第9回】担当者 大久保　豪

◆【第10回】項目 連続変量の群間比較（ノンパラメトリック検定）

◆【第10回】講義内容
なぜノンパラメトリック検定が必要なのか、マン・ホイットニーのU検定、クラス
カル・ウォリス検定

◆【第10回】担当者 大久保　豪

◆【第11回】項目 相関係数

◆【第11回】講義内容
相関係数の考え方、ピアソンの積率相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関係
数の解釈における注意点

◆【第11回】担当者 大久保　豪

◆【第12回】項目 単回帰分析

◆【第12回】講義内容 単回帰分析の概念、手法　実際にデータをみせながら行う予定

◆【第12回】担当者 大久保　豪

◆【第13回】項目 重回帰分析

◆【第13回】講義内容 重回帰分析の概念、手法　実際にデータをみせながら行う予定

◆【第13回】担当者 大久保　豪

◆【第14回】項目 ロジスティック回帰分析

◆【第14回】講義内容 ロジスティック回帰分析の概念、手法　実際にデータをみせながら行う予定

◆【第14回】担当者 大久保　豪

◆【第15回】項目 これまでの内容の復習

◆【第15回】講義内容 14回までに話した内容をふり返る
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統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】担当者 大久保　豪
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英語Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 演習

◆科目名 英語II（コミュニケーション）

◆科目責任者 林美穂子

◆科目担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆オフィスアワー・場所
科目責任者・担当教員：　木12:10〜13:10　場所：　第3校舎2階英語第1研究室
（英語教室）メール：　mihomm81@tokyo-med.ac.jp（林美穂子）
また、看護学科学務課を通して質問を受け付ける。

◆授業のねらい

聞く、話す、読む、書くの4技能を組み合わせながら、日常生活における英語での
コミュニケーション能力を強化する。学生は英語Iの学習を基礎に適切な英語構文
を使用し日常生活場面でふさわしい英語を用いて会話できる力を養う。また同時に
学生の日本文化の理解の深度も目指し、グローバル化社会のなかで英語でコミュニ
ケーションができる能力を培っていく。この科目では、CEFR　A2レベルの英語能力
獲得を目指す。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

日常生活における英語でのコミュニケーション能力を強化する。適切な英語構文を
使用し、日常生活場面でふさわしい英語を用いて会話できる力を養う。また、基礎
文法を用いて身近な日本文化を発信する力を身につけることを目標に、日本食や行
事などの一般的なトピックから政治・経済といった時事的かつグローバルなトピッ
クまでカバーする。

◆教科書
Real-time Japan in Basic English（【総合・リメディアル】ニッポンの魅力を伝
えよう！基本文法から発信へ）、大学英語教育学会（JACET）教材研究会、朝日出
版

◆参考図書

◆評価方法

・参加度（予習状況、授業態度、ディスカッションへの貢献度など）：30%
・課題（Question Forum, H5Pなど）：30%
・Online小テスト2回：20%
・会話テスト（Final exam: Speaking test）：20%

◆課題に対するフィードバック 個人もしくは集団に対して、「e自主自学」上もしくは授業中に口頭で行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
教科書や課題の英文を読み単語を辞書で調べノートに書き、理解できないところを
授業中に質問できるように準備する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分
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英語Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）
講義で学んだ単語や表現の意味・文章の解読・文法事項をノートにまとめる。習っ
た表現を繰り返し口に出して練習して覚える。出題された課題をe自主自学などに
アップロードして提出する。

◆【第1回】項目 Unit 1 Starter: Reflection & Goal Setting

◆【第1回】講義内容 日本のことを英語で伝えるために

◆【第1回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第2回】項目 Unit 2 Greetings and Manners

◆【第2回】講義内容 日本式挨拶とマナー　GRAMMAR (動詞の種類：文型)

◆【第2回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第3回】項目 Unit 3 Seasonal Events in Japan

◆【第3回】講義内容 日本の季節と行事　 （文の種類）

◆【第3回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第4回】項目 Unit 4 Popular School Events

◆【第4回】講義内容 人気のある学校行事 （時制と相）

◆【第4回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第5回】項目 Unit 5 Eating in Japan

◆【第5回】講義内容 バラエティに富む日本の食事（助動詞）

◆【第5回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第6回】項目 Unit 6 Sightseeing

◆【第6回】講義内容 日本の忍者は大人気　（名詞）

◆【第6回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第7回】項目 Unit 7 Ancient Agriculture

◆【第7回】講義内容 伝統に根ざした日本の農業 （動詞：不定詞・動名詞）

◆【第7回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第8回】項目 Unit 8 Politics

◆【第8回】講義内容 日本の政治のしくみ（能動態・受動態）

◆【第8回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第9回】項目 Unit 9 Economy

◆【第9回】講義内容 時代を映す日本経済　（接続詞：等位接続詞）

◆【第9回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第10回】項目 Unit 10 Sports

◆【第10回】講義内容 大会を盛り上げるサポーター （接続詞：従位接続詞）

◆【第10回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第11回】項目 Unit 11 Changes in Japanese Sports

◆【第11回】講義内容 日本人が好きなスポーツ　（比較：原級比較）

◆【第11回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美
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英語Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第12回】項目 Unit 12 Favorite Places to Visit

◆【第12回】講義内容 お薦め観光地　（比較：比較級・最上級）

◆【第12回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第13回】項目 Unit 13 Japanese Cooking

◆【第13回】講義内容 日本食は「うまみ」が決め手 （関係詞：関係代名詞）

◆【第13回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第14回】項目 Unit 14 Japanese Foreign Culture

◆【第14回】講義内容 日本化した外国文化 （関係詞：関係副詞）

◆【第14回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美

◆【第15回】項目 Unit 15 Project: Treasures of Japan

◆【第15回】講義内容 日本の宝物を紹介しよう

◆【第15回】担当者 バーンズ・ロバート、野田 千ゑ里、及川一美
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ドイツ語

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 ドイツ語

◆科目責任者 栗田くり菜

◆科目担当者 栗田くり菜

◆オフィスアワー・場所 授業前後に講師室にて、もしくはメール（kurinakurita@gmail.com)にて。

◆授業のねらい

日常生活の場面で使われる簡単なドイツ語表現を学び、旅先や病院で役に立つドイ
ツ語の習得を目指す。またドイツ人の生活文化も学びます。各自がドイツ語圏に関
連した興味あるテーマを選び、調べて発表する。さらに、医療の現場で使われるド
イツ語表現も学び、同僚の看護師や患者との初歩的な会話表現もロール・プレイを
して身に付けていきます。ドイツに親しむため、歌や体験学習も授業に取り入れ
て、楽しみながらドイツ語の会話表現の習得を図る。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1. ドイツ語の基礎的な発音ができるようになる
2. ドイツ語で簡単な挨拶、自己紹介、他己紹介ができるようになる
3. ドイツ語で買い物や道が聞けるようになる
4. ドイツの文化や歴史について知れるようになる

◆教科書
『トントン・ドイツ語　自己プレゼンテーションのかんたんドイツ語』川上博子・
Imke Lenz、朝日出版、2021年

◆参考図書 授業時に適宜紹介します。

◆評価方法 授業時の小テスト(60%)、リアクションペーパー(40%)

◆課題に対するフィードバック 小テストや課題については翌週の講義時に返却します。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 次の授業で取り上げる課を一読し、わからない単語は辞書で調べてください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 学習した表現や単語を発音し、書けるようにしてください。

◆【第1回】項目 ガイダンス、発音

◆【第1回】講義内容
授業の進め方、ドイツ語について簡単に説明した後で、まずはドイツ語の発音を学
んでいきます。

◆【第1回】担当者 栗田くり菜

◆【第2回】項目 挨拶・自己紹介ができる／動詞の人称変化①

◆【第2回】講義内容 挨拶や出身地をドイツ語で言う練習をします。動詞の人称変化も学びます。
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ドイツ語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 栗田

◆【第3回】項目 専攻・職業について言える／動詞の人称変化②

◆【第3回】講義内容 専攻や職業を言う練習をします。動詞の人称変化も学びます。

◆【第3回】担当者 栗田

◆【第4回】項目 時刻や体調を表現できる／非人称主語es

◆【第4回】講義内容 esを使った熟語表現を学びます。

◆【第4回】担当者 栗田

◆【第5回】項目 趣味について話すことができる／haben, werden,否定文

◆【第5回】講義内容 habenなどの動詞と、否定文の作り方を学びます。

◆【第5回】担当者 栗田

◆【第6回】項目 プレゼンテーション①

◆【第6回】講義内容
ドイツに関するテーマを複数提示しますので、皆さんで選んでいただき、そのテー
マについてグループ発表をしてもらいます（日本語）。昨年はドイツの看護・医
療・宗教などについて発表していただきました。

◆【第6回】担当者 栗田

◆【第7回】項目 1日の予定を言うことができる／時刻

◆【第7回】講義内容 時刻の言い方を練習しながら、1日の予定を言う練習をします。

◆【第7回】担当者 栗田

◆【第8回】項目 中間テスト・解説

◆【第8回】講義内容 これまで学んだ内容の確認テストを行います。

◆【第8回】担当者 栗田

◆【第9回】項目 身近なものをドイツ語で説明することができる／名詞の性・複数形

◆【第9回】講義内容 身の回りのを定冠詞を使って説明する練習をします。

◆【第9回】担当者 栗田

◆【第10回】項目 好きな食べ物や飲み物を表現することができる／否定冠詞

◆【第10回】講義内容 レストランで食事や飲み物の注文をする練習をします。

◆【第10回】担当者 栗田

◆【第11回】項目 欲しいものを表現することができる／不可算名詞

◆【第11回】講義内容 欲しいものを表現する練習をします。

◆【第11回】担当者 栗田

◆【第12回】項目 自分の家族を説明することができる／所有冠詞

◆【第12回】講義内容 家族を表す言い方を所有冠詞を使って練習します。

◆【第12回】担当者 栗田

◆【第13回】項目 道を聞くことができる／命令形

◆【第13回】講義内容 地図を使って道を聞く練習をします。

◆【第13回】担当者 栗田

◆【第14回】項目 プレゼンテーション①

◆【第14回】講義内容
ドイツに関するテーマを複数提示しますので、皆さんで選んでいただき、そのテー
マについてグループ発表をしてもらいます（日本語）。昨年はドイツの看護・医
療・宗教などについて発表していただきました。

◆【第14回】担当者 栗田
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ドイツ語

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】項目 まとめ・演習

◆【第15回】講義内容 総復習を行います。

◆【第15回】担当者 栗田
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病理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/人間と健康

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 病理学

◆科目責任者 黒田雅彦

◆科目担当者 黒田雅彦、倉田厚、高梨正勝、金蔵孝介、渡辺紀子、山田侑子

◆オフィスアワー・場所 分子病理学分野　主任教授室（第一校舎　2F）　平日９：００～１７：００

◆授業のねらい
病理学とは様々な疾患の特徴をもとにその原因を明らかにし、治療に貢献する学問
分野である。ここでは、人体を構成している、細胞・組織について理解し、生体に
起こる現象や障害・再生・修復過程について学ぶ

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
１．疾病を原理から分類することができる。
２．疾病の発生機序から症状に至る経過を述べることができる。
３．病態生理と看護を結びつけることができる。

1
系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進[1]病理学
系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進[2}病態生理学

◆参考図書
Kumar V, Abbas AK, Aster JC: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease,
10th ed.

◆評価方法 合格点：定期試験を60点以上を合格点とする。

◆課題に対するフィードバック 該定期試験後に質問のある場合は個別に検討する

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
講義の前までに、講義内容に関して、教科書を熟読したうえで授業に臨むことを心
掛ける。また、授業時間内に理解するように努めること。事前に教科書や参考書の
該当箇所を読み、ポイントをノートにまとめてから受講すること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

出来る限り、講義の内容は授業当日に復習し、学習内容を完全に習得すること。講
義後は、ポイントをノートにまとめる。また、理解できない場合は、オフィスア
ワー等の時間を活用して積極的に教員に質問し、理解すること。また、講義ごとに
自分自身でまとめを作り、時間外に復習する習慣を身につけること。

◆【第1回】項目 序論と遺伝子
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病理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容
〇看護にとってなぜ病態学が重要か
〇染色体ないしは遺伝子の異常によって発病する機序
〇ゲノム解析に基づくDNAレベルの個体差や病気のなりやすさの差

◆【第1回】担当者 黒田雅彦

◆【第2回】項目 先天異常

◆【第2回】講義内容
〇先天異常の定義と、それを来す原因別分類
〇胎児期の感染により多臓器を侵す疾患
〇先天異常の代表的疾患

◆【第2回】担当者 倉田厚

◆【第3回】項目 代謝障害

◆【第3回】講義内容
〇脂質代謝、糖代謝、アミノ酸代謝
〇物質代謝異常
〇小胞体ストレス

◆【第3回】担当者 高梨正勝

◆【第4回】項目 循環障害

◆【第4回】講義内容
〇虚血、充血、うっ血
〇出血の原因と止血の機序
〇ショックの定義と分類

◆【第4回】担当者 金蔵孝介

◆【第5回】項目 炎症と免疫、膠原病

◆【第5回】講義内容
〇炎症の定義、分類、経時的変化
〇アレルギーの分類と反応過程
〇自己免疫疾患と膠原病

◆【第5回】担当者 倉田厚

◆【第6回】項目 感染症

◆【第6回】講義内容
〇微生物の分類
〇感染症の特徴
〇感染症の治療と予防

◆【第6回】担当者 渡辺紀子

◆【第7回】項目 腫瘍

◆【第7回】講義内容
〇腫瘍の定義と分類
〇腫瘍の病理診断
〇腫瘍の転帰

◆【第7回】担当者 山田侑子

◆【第8回】項目 老化と死

◆【第8回】講義内容
〇細胞の老化と固体の老化
〇加齢に伴う諸臓器の変化
〇死の判定基準と社会道徳的諸問題

◆【第8回】担当者 金蔵孝介
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栄養学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/人間と健康

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 栄養学

◆科目責任者 宮澤　靖

◆科目担当者 宮澤　靖

◆オフィスアワー・場所 講義終了後20分程度 非常勤講師控室または講義教室

◆授業のねらい
看護の基礎となる栄養・代謝の基礎知識及び健康管理や臨床現場で必要となる栄養
治療の基礎を理解する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連 ▼ディプロマポリシーの関連の有無を選択してください。

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1)保健・医療・福祉における栄養の意義を理解し、栄養・食事療法を介した疾患の
予防と治療において、看護師としての責務を果たそうとすることができる
2)栄養ケアおよび栄養サポートの意義及びそのプロセスを理解し、概説できる
3)ライフステージに応じた栄養と健康の基礎を理解し、概説できる
4)各疾病の栄養・代謝を学ぶことで、栄養と疾病の関連性を理解し、栄養状態を適
正化する方法を習得することができる

◆教科書 「看護栄養学 第4版」尾岸恵三子・正木治恵　編著　医歯薬出版株式会社

◆参考図書 キーワードでわかる臨床栄養　改訂版　大熊 利忠　2015　羊土社

◆評価方法 定期試験80％　課題への取り組み20％

◆課題に対するフィードバック 課題を実施の際、終了後に質問を受け付ける

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 教科書の該当箇所を30分程度学習し、受講することが望ましい
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栄養学

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 講義で学んだことを振り返り、自分の考えも整理しておくこと

◆【第1回】項目 看護と栄養

◆【第1回】講義内容

1) 栄養サポートにおける看護師の役割
2) 日本人の栄養状態と課題
3) 栄養関連指針
4) チーム医療・地域医療における栄養ケア

◆【第1回】担当者 宮澤　靖

◆【第2回】項目 栄養状態の評価・判定

◆【第2回】講義内容
1) 栄養素の代謝
2) 日本人の食事摂取基準
3) 栄養アセスメント・スクリーニング法

◆【第2回】担当者 宮澤　靖

◆【第3回】項目 ライフステージと栄養①

◆【第3回】講義内容
1) 乳児期・幼児期
2) 学童期
3) 思春期・青年期

◆【第3回】担当者 宮澤　靖

◆【第4回】項目 ライフステージと栄養②

◆【第4回】講義内容
1) 成人期
2) 妊娠期・授乳期
3) 高齢期

◆【第4回】担当者 宮澤　靖

◆【第5回】項目 臨床栄養

◆【第5回】講義内容
1) 栄養補給法
2) 病院食
3）低栄養・摂食障害

◆【第5回】担当者 宮澤　靖

◆【第6回】項目 疾患と栄養①

◆【第6回】講義内容
1) 糖尿病・内分泌疾患
2）肝疾患

◆【第6回】担当者 宮澤　靖

◆【第7回】項目 疾患と栄養②

◆【第7回】講義内容
1) 循環器・呼吸器疾患
2) 腎疾患

◆【第7回】担当者 宮澤　靖

◆【第8回】項目 疾患と栄養③
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栄養学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第8回】講義内容

1) 血液疾患
2) 術前術後・救命救急
3) 治療を要する小児疾患
4）その他、特殊疾患栄養サポート

◆【第8回】担当者 宮澤　靖

◆【第9回】項目 定期試験
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社会福祉・社会保障

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/環境と健康

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 社会福祉・社会保障

◆科目責任者 薄井康紀

◆科目担当者 薄井康紀

◆オフィスアワー・場所 講義の内容等について質問等がある場合は、追って回答するので、学務課に文書で提出すること。

◆授業のねらい 社会福祉・社会保障の基本的考え方、歴史的変遷、制度の実際、現代の問題点について学習する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリ
シー）との関連
1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ●

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を
果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
1.社会保障・社会福祉の成り立ちと仕組みを理解することができる。　2.患者や住民と接する際に社
会保障・社会福祉の正しい知識を基に対応することができる。　3.保健・医療・福祉の連携が求められ
る中で看護職として主体的に考えることができる。

◆教科書 系統看護学講座　健康支援と社会保障制度③　社会保障・社会福祉　福田素生ほか　2020年(毎年
改訂予定)　医学書院　／　必要に応じ適宜資料配布

◆参考図書
1.社会保障入門　社会保障入門編集委員会　2020年(毎年改訂予定)　中央法規　2.厚生労働白書
厚生労働省　厚生労働省HP　3.はじめての社会保障　椋野美智子・田中耕太郎　2020年(毎年改訂
予定)　有斐閣

◆評価方法 定期試験の結果　60%,　授業への積極的な参加の度合い(確認テスト・課題への対応を含む)　40%

◆課題に対するフィードバック 講義中に課した課題等については、適宜解説しフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限当たり30～60分

◆事前学習（内容） あらかじめ教科書(必要に応じ参考図書)の該当箇所と、事前配布資料がある場合は当該資料を読
み、ポイントを理解してから受講すること。

◆事後学習（時間） 1時限当たり30～60分

◆事後学習（内容） 講義内容及び課題についての説明について、教科書(必要に応じ参考図書)及び配布資料で確認・整
理しておくこと。

◆【第1回】項目 社会保障・社会福祉とは

◆【第1回】講義内容 社会保障・社会福祉の目的、機能、体系

◆【第1回】担当者 薄井康紀

◆【第2回】項目 社会保障・社会福祉の歴史と課題

◆【第2回】講義内容 社会保障・社会福祉のあゆみ,    社会保障を取り巻く状況,    社会保障・社会福祉の現状と課題

◆【第2回】担当者 薄井康紀

◆【第3回】項目 社会保障・社会福祉の基盤

◆【第3回】講義内容 社会保障・社会福祉の行政体制と財政,    社会福祉の事業実施体制,    社会福祉の従事者と担い手
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社会福祉・社会保障

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】担当者 薄井康紀

◆【第4回】項目 医療保障⑴

◆【第4回】講義内容 医療提供体制と医療費保障,    保険診療の仕組み,    医療費の動向

◆【第4回】担当者 薄井康紀

◆【第5回】項目 医療保障⑵

◆【第5回】講義内容 公的医療保険制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第5回】担当者 薄井康紀

◆【第6回】項目 介護保険

◆【第6回】講義内容 介護保険制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第6回】担当者 薄井康紀

◆【第7回】項目 所得保障⑴

◆【第7回】講義内容 所得保障制度の仕組み,    公的年金制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第7回】担当者 薄井康紀

◆【第8回】項目 所得保障⑵

◆【第8回】講義内容 各種手当制度の仕組み、現状、課題,    労働保険制度の仕組み、現状、課題

◆【第8回】担当者 薄井康紀

◆【第9回】項目 公的扶助と低所得者対策

◆【第9回】講義内容 生活保護制度の歴史、仕組み、現状、課題,    低所得者対策の現状、課題

◆【第9回】担当者 薄井康紀

◆【第10回】項目 高齢者福祉

◆【第10回】講義内容 高齢者の状況,    高齢者福祉施策の仕組み、現状、課題

◆【第10回】担当者 薄井康紀

◆【第11回】項目 障害者福祉

◆【第11回】講義内容 障害者の現状,    障害者福祉施策の仕組み、現状、課題

◆【第11回】担当者 薄井康紀

◆【第12回】項目 児童家庭福祉⑴

◆【第12回】講義内容 児童・家庭の現状,    児童・家庭に関わる施策の仕組み、現状、課題

◆【第12回】担当者 薄井康紀

◆【第13回】項目 児童家庭福祉⑵

◆【第13回】講義内容 少子化対策,    子育て支援施策の現状と課題

◆【第13回】担当者 薄井康紀

◆【第14回】項目 地域福祉と地域包括ケア

◆【第14回】講義内容 地域福祉と地域福祉計画,    医療介護総合確保推進法と地域包括ケア

◆【第14回】担当者 薄井康紀

◆【第15回】項目 保健・医療・福祉の連携、まとめ

◆【第15回】講義内容 保健・医療・福祉の連携,    社会保障・社会福祉の将来展望,    まとめ

◆【第15回】担当者 薄井康紀
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医療概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/環境と健康

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 医療概論

◆科目責任者 倉田誠

◆科目担当者 井上弘樹、菊池宏幸、小野田舞、大竹口幸子、清水聰一郎、平山陽示

◆オフィスアワー・場所 倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jpに連絡してください。

◆授業のねらい

看護学を学び、質の高い看護の実践能力を身につけるためには、あるべき医療の姿
を正しく捉えることが必要である。最近の医療を取り巻く環境は刻々と変化してお
り、医療の考え方や仕組みも大きく変わりつつある。また、看護者は医療に従事す
る専門職として、医学の本質は何かということも理解しておく必要がある。医学の
歴史、医学が人間の生命や尊厳をどう捉えているか、病気の予防・診断・治療、健
康の増進、生活の質といったことを医学はどう具現化しているのかを理科し、現
在、そして将来の医療はどうあるべきか、どんな課題があるのかについて、最近の
医療の動向を踏まえつつ考えてゆく。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標
１．医学史も含めた医療の歴史や医療が人々や社会に対して果たす役割や課題を理
解し、医療の本質とは何かについて考えることができる。
２．医療のしくみを理解し、あるべき医療の姿を考えることができる。

◆教科書 系統看護学講座「医学概論」、医学書院

◆参考図書 適宜指示します。

◆評価方法 授業参加・課題提出50%、定期試験50％

◆課題に対するフィードバック 各担当教員の方針にしたがい、必要に応じて「e自主自学」等を通して行います。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 事前にシラバスを確認し、教科書の該当部分を通読しておくこと（30分程度）。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業で考えたことをeポートフォリオ「日誌」に記入すること。ノートを作成し講
義内容を書きとめながら、相互の関連性をよく考えて学習内容や自身が考えたこと
を整理しておくこと（30分程度）。

◆【第1回】項目 医学とは何か

◆【第1回】講義内容 医学の定義、医学と医療、人間の生命と医の倫理

◆【第1回】担当者 倉田誠

◆【第2回】項目 医療の歴史I：近代医療の展開

◆【第2回】講義内容 医学史とはなにか、感染症との出会い、国家と医療、家庭医療

◆【第2回】担当者 井上弘樹
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医療概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 医療の歴史II：医療のなかの看護

◆【第3回】講義内容 看護婦(看護師)の登場、公衆衛生と保健婦(保健師)、助産の専門職化

◆【第3回】担当者 井上弘樹

◆【第4回】項目 「健康」とは？

◆【第4回】講義内容 予防医学、健診の意義、生活習慣病、ヘルスプロモーション

◆【第4回】担当者 菊池宏幸

◆【第5回】項目 医療制度と看護の役割

◆【第5回】講義内容 保険診療制度、医療における看護職の役割、地域包括ケア

◆【第5回】担当者 小野田舞

◆【第6回】項目 医療と福祉

◆【第6回】講義内容 社会福祉制度、ソーシャルワーカーの役割、看護職との連携

◆【第6回】担当者 大竹口幸子

◆【第7回】項目 チーム医療

◆【第7回】講義内容 高齢診療の考え方、認知症ケアチーム、多職種連携

◆【第7回】担当者 清水聰一郎

◆【第8回】項目 「人を診る／看る」ということ

◆【第8回】講義内容 臨床推論、全人的医療、医療者-患者関係

◆【第8回】担当者 平山陽示

91



シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の基盤

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護倫理Ⅰ（基礎）

◆科目責任者 鈴木祐子

◆科目担当者 鈴木祐子

◆オフィスアワー・場所
講義日の授業終了後から放課後
鈴木祐子(第一看護学科棟404研究室)　syuko410@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

看護倫理の基盤となる看護の価値についての理解を深めるとともに、患者の権利と
その擁護、人間の尊厳、看護職の責務と倫理原則など看護を実践する上で必要な倫
理に関する基本的な知識を習得する。さらに、倫理的問題に対処するための倫理的
意思決定の考え方および方法を学ぶ。授業を通して看護の価値を追求し、倫理的感
受性を高め、倫理的思考を身につけることを目指す。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ●

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．看護における倫理の意義・重要性を述べることができる。
２．患者の権利、人間の尊厳の尊重について理解できる。
３．倫理原則および看護者の倫理綱領についてその意味を説明できる。
４．看護における倫理的問題や倫理的ジレンマの意味を理解できる。
５．倫理的問題へのアプローチ方法を理解できる。

◆教科書
医学書院ｅテキスト 系統看護学講座  宮坂道夫他著；看護倫理

◆参考図書

サラ T. フライ著、片田範子訳；看護実践の倫理（第3版）、日本看護協会出版
会、2010年
小西恵美子編集；看護倫理 よい看護・よい看護師への道しるべ、改訂第２版、南
江堂、2014年
服部健司･伊東隆雄編；医療倫理学のABC 第4版、メヂカルフレンド社、2018年
ナーシンググラフィカ 基礎看護学➀ 看護学概論、2018年
吉川洋子･杉谷藤子監修、医療人権を考える会著；学生のための患者さんの声に学
ぶ看護倫理、日本看護協会出版会、2011年
箕岡真子･稲葉一人；わかりやすい倫理、ワールドプランニング、2014年
橋本和子；これからの看護倫理学、ふくろう出版、2014年

＊授業中に提示する。

◆評価方法
授業への取り組み・毎回のコメントカード（8点）、事前課題（12点）、
課題レポート（20点）、定期試験（60点）

◆課題に対するフィードバック 授業への取り組み・課題、質問に対して、授業中に随時フィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分
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シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）

「倫理学」「道徳」「生命倫理」といった言葉について、その意味を調べてみるこ
と。自分が生きていく上で、あるいは人と関わる中で大事にしていること（価値
観）について考えてみること。この科目は、看護専門職として身につけるべき重要
な倫理的感受性や倫理的思考を身につけることをねらいとしているので、人間の尊
厳や権利に関する著書を1冊選んで読んでおくこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業で学習した用語や概念について、わからないものは必ず復習して理解するよう
に努めること。
倫理的感受性を高めるに、自己努力すること。

◆【第1回】項目
倫理とは何か
倫理理論とは

◆【第1回】講義内容
・「倫理とは何か」「価値とは何か」
・日常生活の中にある倫理や道徳、それらに関係する価値
・徳の倫理、義務論、功利主義

◆【第1回】担当者 鈴木祐子

◆【第2回】項目 「看護倫理」とは何か

◆【第2回】講義内容
・看護倫理を学ぶ意義
・看護倫理の歴史的推移
・看護実践にとって重要な倫理原則

◆【第2回】担当者 鈴木祐子

◆【第3回】項目 人間の権利、尊厳と倫理

◆【第3回】講義内容
・患者の権利とは何か
・人間の尊厳の尊重や患者の権利に関する宣言
・法と倫理の関係

◆【第3回】担当者 鈴木祐子

◆【第4回】項目 専門職における職業倫理「看護者の倫理綱領」

◆【第4回】講義内容

・専門職と倫理
・日本看護協会によって規定されている「看護者の倫理綱領」の各項目を熟読し、
その意味を理解する。（グループワーク）

◆【第4回】担当者 鈴木祐子

◆【第5回】項目 看護実践上の倫理的概念および重要な言葉

◆【第5回】講義内容
・ケアリング　　　　・アドボカシー　　　・協力　　　・責務・責任
・パターナリズム　　・意思決定　　　　　・倫理コンサルテーション
　＊課題の提示

◆【第5回】担当者 鈴木祐子

◆【第6回】項目
プライバシーと守秘義務
インフォームド・コンセント

◆【第6回】講義内容

・守秘義務と個人情報保護
・インフォームド・コンセントの定義
・インフォームド・コンセントが生まれた経緯
・日本の医療におけるインフォームド・コンセントの導入経緯
・インフォームド・コンセントと看護師の責任と役割

◆【第6回】担当者 鈴木祐子

◆【第7回】項目 看護におけるジレンマ

◆【第7回】講義内容

・倫理的ジレンマとは何か
・看護実践における倫理的問題の特徴
・ジレンマの状況で最善の方法を選択するにはどうすればいいのかを事例を通して
考える。

◆【第7回】担当者 鈴木祐子

◆【第8回】項目 倫理的問題へのアプローチ

◆【第8回】講義内容
・看護実践における倫理的問題の特徴
・倫理的問題のアプローチ法
・倫理的問題事例に対して、アプローチモデルを用いてその対処を考える。

◆【第8回】担当者 鈴木祐子
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看護対象論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の対象（講義・演習）

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護対象論

◆科目責任者 鈴木祐子

◆科目担当者 小林　信　小室佳文　平井和恵　田所良之　鈴木祐子

◆オフィスアワー・場所

平井和恵（第一看護学科棟406研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp）
小林 信（第一看護学科棟506研究室 nkoba027@tokyo-med.ac.jp）
小室佳文（第一看護学科棟405研究室 komuro@tokyo-med.ac.jp）
田所良之(第一看護学科棟505研究室 taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com）
鈴木祐子（第一看護学科棟404研究室 syuko410@tokyo-med.ac.jp）

◆授業のねらい

人間発達学の観点から、対象である人間の理解を深める。ライフサイクルの各段階
における心身の特徴、成長発達の特徴と課題を学ぶ。さらに、ライフサイクル各期
（子ども、成人期、老年期）および女性のライフサイクル各期の健康課題を理解
し、支援のあり方を学習する。さらに、性の多様性（性的マイノリティ）について
理解する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．人間の発達について関心を持ち理解し、看護の対象について説明できる。
２．ライフサイクル各期における発達課題について説明できる。
１）子どもの形態的・機能的・心理社会的発達の原則を説明できる。
２）子どものセルフケアの発達について説明できる。
３）成人期（青年期・壮年期・向老期）における身体的・心理社会的特徴、発達課
題について説明できる。
４）老年期における身体的・心理社会的特徴、発達課題について説明できる。
５）思春期・成熟期・更年期・老年期における女性の身体的･心理社会的特徴、発
達課題について説明できる。
３．ライフサイクル各期における特徴的な健康問題と必要な支援のあり方について
説明できる。
１）子ども期各期に生じやすい健康問題と支援のあり方について説明できる。
２）成人期における生活習慣・生活ストレス・職業や社会的側面に関連する健康課
題と支援のあり方について説明できる。
３）老年期における変化ならびに生活健康問題、その支援のあり方について説明で
きる。
４）女性のライフサイクルにおける健康問題と支援のあり方について説明できる。

◆教科書
上田礼子,生涯人間発達学　改訂第2版増補版（三輪書店）
医学書院ｅテキスト　系統看護学講座2021年版
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看護対象論

シラバス項目名 シラバス内容

◆参考図書

・片田範子編集,こどもセルフケア看護理論（医学書院）
・新体系　看護学全書　小児看護学①小児看護学概論　小児保健（メヂカルフレン
ド社）
・ナーシング・グラフィカ小児看護学①小児の発達と看護（メディカ出版）
・舟島なをみ,看護のための人間発達学　第4版（医学書院）
・エリクソン,E.H.著,西平直他訳,アイデンティティとライフ・サイクル, 2011
（誠信書房）
・国民衛生の動向 2020/2021版(厚生の指標2020年8月増刊）（厚生労働統計協会）
・髙橋真理編集,女性のライフサイクルとナーシング 第2版（ヌーヴェルヒロカ
ワ）
・久米美代子編著,ウーマンズヘルス　女性のライフステージとヘルスケア（医歯
薬出版）
・看護学テキストシリーズNiCE　老年看護学概論「老いを生きる」を支えることと
は 改訂第3版，2020（南江堂）

◆評価方法
定期試験　80％　　課題　20％
＊筆記試験の受験資格は、原則として各担当教員の授業回数の1/2以上出席し、か
つ全体の2/3以上を出席ていることを要する。

◆課題に対するフィードバック
授業時間内に、適宜、担当者からフィードバックします。
試験終了後に、適宜、担当者からフィードバックします。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

この科目は、ライフサイクル各段階をオムニバスで授業をします。それぞれ特徴的
なことを取り上げますので、人間の一生について連続性、関連性を十分に理解して
ください。
事前学習については、各担当者が指示します。
［参考図書］を十分に活用してください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
事後学習については、各担当者が指示します。ライフサイクル各段階について、復
習して次の講義に出席してください。

◆【第1回】項目
授業オリエンテーション
人間の発達と概要

◆【第1回】講義内容
1）授業の展開方法に関するオリエンテーション
2）発達に関する基本概念の理解と看護

◆【第1回】担当者 小林　信

◆【第2回】項目 発達段階の概説

◆【第2回】講義内容
ライフサイクルと発達課題
フロイト、エリクソンの発達理論を中心に

◆【第2回】担当者 小林　信

◆【第3回】項目 子どもの発達とは

◆【第3回】講義内容
1）子どもの発達に影響する要因
2）子どもの発達の原則と評価の原則

◆【第3回】担当者 小室佳文

◆【第4回】項目 発達する子どもと養育者の理解

◆【第4回】講義内容
子どもと養育者を理解するための理論
　愛着、認知発達、セルフケア

◆【第4回】担当者 小室佳文

◆【第5回】項目 子どもの健康と発達への支援

◆【第5回】講義内容
1）子どもに生じやすい健康問題による発達への影響
2）子どものセルフケアの発達への支援

◆【第5回】担当者 小室佳文
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看護対象論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第6回】項目 成人とは

◆【第6回】講義内容
1）成人とは
2）成人期（青年期・壮年期・向老期）の発達課題

◆【第6回】担当者 平井和恵

◆【第7回】項目 成人各期の特徴

◆【第7回】講義内容
成人期(青年期・壮年期・向老期)の身体・心理社会的特徴

◆【第7回】担当者 平井和恵

◆【第8回】項目 成人の生活と健康①

◆【第8回】講義内容
1）成人保健の動向
2）生活習慣と健康

◆【第8回】担当者 平井和恵

◆【第9回】項目 成人の生活と健康➁

◆【第9回】講義内容
1）ストレスと健康
2）職業と健康

◆【第9回】担当者 平井和恵

◆【第10回】項目 老年期の特徴と発達課題

◆【第10回】講義内容
1) 老年期の身体・精神心理・文化社会的特徴
2) 老年期における発達課題

◆【第10回】担当者 田所良之

◆【第11回】項目 老年期における変化ならびに生活と健康問題、その支援１

◆【第11回】講義内容 老年期の身体的変化と生活への影響

◆【第11回】担当者 田所良之

◆【第12回】項目 老年期における生活と健康問題、その支援２

◆【第12回】講義内容
1) 老年期の精神心理・社会文化的変化と生活への影響
2) 老年期における生活の場とそこでの支援－高齢者の豊かな生を支える－

◆【第12回】担当者 田所良之

◆【第13回】項目 女性のライフサイクルにおける身体および心理･社会的特徴

◆【第13回】講義内容

1）性周期と月経
2）現代女性のライフサイクル
3）女性のライフサイクルと女性性の発達
4）女性とメンタルヘルス

◆【第13回】担当者 鈴木祐子

◆【第14回】項目 女性のライフステージ各期における健康と課題１

◆【第14回】講義内容
1）ライフサイクルにおける女性の健康と課題
2）思春期女性の健康問題
3）成熟期女性の健康問題

◆【第14回】担当者 鈴木祐子

◆【第15回】項目 女性のライフステージ各期における健康と課題２

◆【第15回】講義内容
1）更年期女性の健康問題
2）老年期女性の健康問題
3）性の多様性

◆【第15回】担当者 鈴木祐子
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コミュニケーション論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の対象（講義・演習）

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 コミュニケーション論

◆科目責任者 小林 信

◆科目担当者 小林 信、上野 里絵、神澤 尚利

◆オフィスアワー・場所

オフィスアワーは開講時に提示します。 場所は、講義担当者の研究室となります。 

事前にアポイントをとってください。
小林(506 研究室):nkoba027@tokyo-med.ac.jp 

上野(504 研究室):r-ueno@tokyo-med.ac.jp 

神澤(202 研究室):kamizawa@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

看護における対人関係の意味や対人関係理論について学ぶとともに、援助関係と
は何か、援助関係の構成要素としての重要概念などについて学習し、看護におけ
る関係性構築の重要性について理解する。また、関係性の構築に必要な看護援
助技術としてのコミュニケーションの理論と技法を学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす
力

●

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1.看護実践の基盤としての対人関係の意味と主要な対人関係理論について 理解

できる。 

2.援助関係の特徴と関係性構築における看護者の役割について理解できる。

3.コミュニケーションの理論と技法を理解し、技法のいくつかを使えるようになる。 

4.「信頼」、「共感的理解」、「傾聴」の概念を学び、患者-看護者関係におけるそれ
らの意味を理解できる。
5.看護場面での患者と看護者のコミュニケーションの例を通して、患者の ニーズや
感情に気づき、共感することができる。
6.アサーティブなコミュニケーションとは何かを理解できる。 

7.組織や職場における人間関係の特徴を理解できる。

◆教科書 随時資料を配布する。
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コミュニケーション論

シラバス項目名 シラバス内容

◆参考図書

・基礎看護看護技術Ⅰ 2020年版、第1章コミュニケーション 、医学書院eテキ

スト

・E. ウィーデンバック他著、池田明子訳;コミュケーション、日本看護協会出版、

1979

・H.E.ペプロー著、稲田八重子他訳;人間関係の看護論、医学書院、1973 

・A.W.オトゥール他著、池田明子他訳;ペプロウ看護論、医学書院、1996

・平木典子著、改訂版アサーション・トレーニング、金子書房、2009

・平木典子他著、ナースのためのアサーション、金子書房、2002

・石田光規著、産業・労働社会における人間関係-パーソナルネットワー ク・アプ

ローチによる分析、日本評論社、2009

・服部祥子著、人を育む人間関係論-援助専門職者として、個人として-、医学書

院、2003

◆評価方法 定期試験(90%)、課題レポート(10%)

◆課題に対するフィードバック 授業中および授業後に個人および集団に対してフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

　参考図書にある「コミュニケーション(E ウィーデンバック)」を読んでおくことをお勧

めする。また、項目および講義内容にあるキーワードに関し て、参考図書および関

連図書、WEB サイトなどを用いて参照しておく。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

　特定の教科書は使わないので、講義中に理解できなかった用語等については、
必ず講義の後で調べて理解するように努めること。また、講義中に疑問に感じたこ
となどは積極的に質問すること(リアクションペーパーを有効に活用する)。分からな
いことをそのままにしておかないように復習に力を入れること。自分の日頃の対人
関係や実習での体験を振り返り、どんなコミュニケーションをしていたか考えてみ
る。

◆【第1回】項目
授業概要の説明
看護実践における対人関係

◆【第1回】講義内容
授業内容、授業の進め方、目標についての簡単なオリエンテーション。
看護実践の基盤としてのコミュニケーションを学ぶことの意味について理解する。

◆【第1回】担当者 小林 信

◆【第2回】項目 基本的なコミュニケーションの理論

◆【第2回】講義内容
コミュニケーションの成立過程、構成要素、言語的コミュニケーションと非言語的コ
ミュニケーションについて学ぶ。

◆【第2回】担当者 上野 里絵

◆【第3回】項目 コミュニケーション技術に関係する主要な概念

◆【第3回】講義内容 「信頼」「共感」「傾聴」の概念について学ぶ。

◆【第3回】担当者 上野 里絵

◆【第4回】項目 対人関係論

◆【第4回】講義内容
看護実践における患者-看護者関係の意味および、患者-看護師関係に焦点を当

てた看護理論の概要をペプローの対人関係論を用い て学ぶ。

◆【第4回】担当者 小林 信

◆【第5回】項目 自分のコミュニケーションの傾向を知る

◆【第5回】講義内容
東大式エゴグラム(TEG)を活用した自己 (学 生)のコミュニケーションの傾向を自
己洞察する。
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コミュニケーション論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第5回】担当者 小林 信

◆【第6回】項目 特徴的なコミュニケーション 1 ：防衛機制の基礎知識

◆【第6回】講義内容 コミュニケーションに潜む防衛機制とは何か、防衛機制の種類と特徴を学ぶ。

◆【第6回】担当者 小林 信

◆【第7回】項目 特徴的なコミュニケーション 2： 自己表現とアサーション

◆【第7回】講義内容
アサーションの概念や考え方、アサーション権、看護師の特徴について学び、自分
のコミュニケーションパターンに気づく。

◆【第7回】担当者 神澤 尚利

◆【第8回】項目 特徴的なコミュニケーション 3 ：組織・職場における人間関係

◆【第8回】講義内容
組織・職場における人間関係の歴史や研究、日本における職場の特徴を学び、看
護師の人間関係・メンタルヘルスについて理解する。

◆【第8回】担当者 神澤 尚利
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地域・在宅看護論Ⅰ（対象とケアシステムの理解）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の対象（講義・演習）

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 地域・在宅看護論Ⅰ（対象とケアシステムの理解）

◆科目責任者 呉珠響

◆科目担当者 呉珠響、鈴木良美、新井志穂

◆オフィスアワー・場所

・講義終了後
・呉珠響　　411研究室（ohchuhya@tokyo-med.ac.jp）
・鈴木良美　507研究室（ysuzu＠tokyo-med.ac.jp）
・新井志穂　204研究室（arai-s@tokyo-med.ac.jp）

◆授業のねらい
地域で生活する人々を対象にした看護の概念、地域における看護の場の多様性、地
域包括ケアシステムについて学ぶ。さらに地域の特性や健康課題を把握するために
必要な地域の情報収集とアセスメントについて学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ●

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ●

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1．地域で生活する人々を対象にした看護の概念について理解することができる。
2．地域における看護の場の多様性について理解することができる。
3．地域包括ケアシステムについて理解することができる。
4．地域の特性や健康課題を把握するための情報収集およびアセスメントの方法について理
解することができる。

◆教科書
1．公衆衛生　医学書院
2．公衆衛生がみえる　最新版　メディックメディア
3．地域保健福祉活動のための地域看護アセスメントガイド 第2版

◆参考図書 1．公衆衛生マニュアル 最新版、柳川　洋、中村　好一、南山堂

◆評価方法

1．定期試験（50％）、確認テスト・課題への取り組み（50％）により総合的に評
価する。
2．再試験は実施しない

※本科目は、COVID-19の状況により授業形態等が変更となることがある。

◆課題に対するフィードバック ・講義中に提出した課題に関するコメントは、口答でフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり1.5～2時間

◆事前学習（内容）
・事前に教科書や参考書の該当箇所を読み、ポイントをノートにまとめてから受講
すること

◆事後学習（時間） 1時限あたり1.5～2時間

◆事後学習（内容）
・配布資料した資料と講義の内容を教科書・参考書を使用してノートに整理し、
復習しておくこと

◆【第1回】項目 地域で生活する人々を対象にした看護の概念と地域看護の歴史
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地域・在宅看護論Ⅰ（対象とケアシステムの理解）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容 オリエンテーション、地域看護に関わる概念、地域看護の歴史的変遷

◆【第1回】担当者 呉珠響

◆【第2回】項目 多様な場で行われる看護活動

◆【第2回】講義内容 地域の多様な場で行われる看護活動の実際と対象集団の特性

◆【第2回】担当者 呉珠響

◆【第3回】項目 地域包括ケアシステム

◆【第3回】講義内容 地域包括ケアシステムの概念と実際

◆【第3回】担当者 呉珠響

◆【第4回】項目 地域診断①

◆【第4回】講義内容 地域診断の方法

◆【第4回】担当者 呉珠響

◆【第5回】項目 地域診断②

◆【第5回】講義内容 特定地域の地域診断

◆【第5回】担当者 呉珠響

◆【第6回】項目 地域診断③

◆【第6回】講義内容 特定地域の地域診断

◆【第6回】担当者 呉珠響

◆【第7回】項目 地域診断④

◆【第7回】講義内容 地域診断の発表①

◆【第7回】担当者 呉珠響、鈴木良美、新井志穂

◆【第8回】項目 地域診断⑤

◆【第8回】講義内容 地域診断の発表②

◆【第8回】担当者 呉珠響、鈴木良美、新井志穂
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看護技術論Ⅱ（日常生活援助）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の方法

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 演習

◆科目名 看護技術論Ⅱ（日常生活援助）

◆科目責任者 伊藤綾子

◆科目担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆オフィスアワー・場所
授業終了後または随時(事前のアポイントメントによる)、410研究室
ayaito@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい
対象者に応じた日常生活の援助の方法について学ぶ。前期に学修した看護技術論Ⅰ
の内容と関連させて日常生活援助に必要な基礎的な知識・技術・態度を修得する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．基本的な日常生活援助について、根拠や留意点を理解しながら実践できる。
２．看護の対象と接する際の望ましい態度を考えることができる。
３．身体的・精神的・社会的状況に応じた日常生活援助の方法を選択できる。
４．看護技術の実践体験を通して、日常生活上の看護援助の必要性と方法を理解で
きる。

◆教科書

1）系統看護学講座　専門分野Ⅰ基礎看護学〔2〕基礎看護技術Ⅰ、2019年、医学書
院
2)  系統看護学講座　専門分野Ⅰ基礎看護学〔2〕基礎看護技術Ⅱ、2019年、医学
書院

◆参考図書
・看護形態機能学－生活行動からみるからだ　第4版、菱沼典子、2017年、日本看
護協会出版会
・ナーシングスキル　https://www.nursingskills.jp/

◆評価方法
筆記試験40％、実技評価30％、課題15％、確認テスト15％とし、総合的に評価す
る。

◆課題に対するフィードバック 演習中・後に集団及び個人へフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
事前課題に沿ってポイントをまとめ、ナーシングスキルにて看護技術の方法を視聴
してから受講すること（想定予想時間60分程度）。講義の前に事前課題を提出す
る。また、事前課題の内容については授業内で確認テストを行う。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業後はテキスト、配布資料をもとに復習に30分以上かける。
学習した看護技術については実習室を活用し、反復、継続して練習をして習得す
る。

◆【第1回】項目 感染防止の技術①
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看護技術論Ⅱ（日常生活援助）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容

授業の進め方・実習室の使い方
スタンダードプリコーションの実施
　・手指衛生
　・感染防護用具の選択と使用

◆【第1回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第2回】項目 感染防止の技術②

◆【第2回】講義内容
スタンダードプリコーションの実施
　・手指衛生
　・感染防護用具の選択と使用

◆【第2回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第3回】項目 症状・生体機能管理技術①

◆【第3回】講義内容 バイタルサイン測定

◆【第3回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第4回】項目 症状・生体機能管理技術②

◆【第4回】講義内容 バイタルサイン測定

◆【第4回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第5回】項目 環境調整技術①

◆【第5回】講義内容
快適で安全な療養環境とは(オンデマンドで行う)
　・様々な療養環境での生活の安全
　・リネン類の取扱い方

◆【第5回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第6回】項目 活動・休息援助技術①

◆【第6回】講義内容
様々な段階の活動の援助(オンデマンドで行う)
　・移動・歩行の介助

◆【第6回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第7回】項目 活動・休息援助技術②

◆【第7回】講義内容 体位変換・体位の保持、ボディーメカニクス

◆【第7回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第8回】項目 活動・休息援助技術③

◆【第8回】講義内容 体位変換・体位の保持、ボディーメカニクス

◆【第8回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第9回】項目 活動・休息援助技術④

◆【第9回】講義内容 体位変換・体位の保持、ボディーメカニクス

◆【第9回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第10回】項目 活動・休息援助技術⑤

◆【第10回】講義内容 体位変換・体位の保持、ボディーメカニクス

◆【第10回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第11回】項目 環境調整技術②

◆【第11回】講義内容 臥床患者のいるリネン交換

◆【第11回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第12回】項目 環境調整技術③

◆【第12回】講義内容 臥床患者のいるリネン交換

◆【第12回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行
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看護技術論Ⅱ（日常生活援助）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第13回】項目 活動・休息援助技術⑥

◆【第13回】講義内容
車椅子移乗・移送
ストレッチャーへの移乗・移送

◆【第13回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第14回】項目 活動・休息援助技術⑦

◆【第14回】講義内容
車椅子移乗・移送
ストレッチャーへの移乗・移送

◆【第14回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第15回】項目 呼吸・循環を整える技術

◆【第15回】講義内容 罨法

◆【第15回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第16回】項目 看護技術の統合①

◆【第16回】講義内容 第1回～第15回までの技術

◆【第16回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第17回】項目 清潔・衣生活援助技術①

◆【第17回】講義内容 全身清拭・寝衣交換

◆【第17回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第18回】項目 清潔・衣生活援助技術②

◆【第18回】講義内容 全身清拭・寝衣交換

◆【第18回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第19回】項目 清潔・衣生活援助技術③

◆【第19回】講義内容 足浴

◆【第19回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第20回】項目 清潔・衣生活援助技術④

◆【第20回】講義内容 足浴

◆【第20回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第21回】項目 清潔・衣生活援助技術⑤

◆【第21回】講義内容 洗髪・整容

◆【第21回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第22回】項目 清潔・衣生活援助技術⑥

◆【第22回】講義内容 洗髪・整容

◆【第22回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第23回】項目 排泄援助技術①

◆【第23回】講義内容 尿器・便器の介助、陰部洗浄

◆【第23回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第24回】項目 排泄援助技術②

◆【第24回】講義内容 尿器・便器の介助、陰部洗浄

◆【第24回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第25回】項目 排泄援助技術③

◆【第25回】講義内容 おむつ交換

◆【第25回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第26回】項目 排泄援助技術④
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看護技術論Ⅱ（日常生活援助）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第26回】講義内容 おむつ交換

◆【第26回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第27回】項目 食事の援助技術①

◆【第27回】講義内容 食事介助・口腔ケア

◆【第27回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第28回】項目 食事の援助技術②

◆【第28回】講義内容 食事介助・口腔ケア

◆【第28回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第29回】項目 看護技術の統合学習②

◆【第29回】講義内容 看護技術の振り返り、実技評価

◆【第29回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第30回】項目 看護技術の統合②

◆【第30回】講義内容 第17回～第28回までの技術

◆【第30回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行
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国際保健論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と言語

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 国際保健論

◆科目責任者 成瀬和子

◆科目担当者 成瀬和子、土谷ちひろ

◆オフィスアワー・場所
授業終了後および、授業日の昼休み501研究室
あるいはメールで　naruse＠tokyo-med.ac.jp まで

◆授業のねらい
国際保健における健康と関連する基本的概念について学ぶ。世界における様々な健
康への脅威や健康格差の現状と具体的政策や援助の仕組み、国際機関の役割につい
て学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ●

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1. 世界の人々の健康の現状と健康格差について理解することができる
2. 世界の人々の健康に関わる要因を理解することができる。
3. 世界的な健康に対する取り組みを理解することができる。
4. 国際保健におけるおもな健康課題とその対策を列挙することができる。
5. 国際保健における国際機関やNGO等の役割や援助の仕組みを理解することがで
きる。

◆教科書
森淑江ほか編（2019)．国際看護：国際社会の中での看護の力を発揮するために,南
江堂.

◆参考図書

柳澤理子編、改訂版国際看護学：看護の統合と実践,プラールプレス、2017.
日本国際看護学会編、国際看護学入門、医学書院、2020.
日本国際保健医療学会編、 国際保健医療学 第3版、杏林書院、2015.
丸井英二、森口育子、李節子編、国際看護・国際保健、弘文堂、2012.
徳永端子、内海博文編、国際看護学、クオリティケア、2014.
近藤麻里、知って考えて実践する国際看護第2版、医学書院、2018.
デビッド・ワーナー、医者のいないところで 村のヘルスケア手引書 2009年版、
シェア＝国際保健協力市民の会、2009.

◆評価方法

到達目標の達成度で評価する。
配分：定期試験70％、確認試験20％（第1回-第8回の講義について、次の回に確認
テストをおこなう。8回目はオンラインで実施する。）、学習態度10％(遅刻は-1点
とする)。
20分以上の遅刻は欠席として扱う。

◆課題に対するフィードバック 講義内でコメントする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業の該当箇所を事前に教科書で確認し読んでおく。掲載されていない項目もある
ため、授業前に学習内容を自分で調べておくこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分
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シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）
授業後に各回の学習目標にそって授業内容をまとめる。教科書に載っていないこと
は、調べておく。

◆【第1回】項目 国際保健の定義と関連概念

◆【第1回】講義内容

国際保健にかかわる概念を学ぶ。
1)健康と国際保健の定義
2)グローバル化と国際保健
3)倫理と人権
4)人間の安全保障

◆【第1回】担当者 成瀬和子

◆【第2回】項目 世界における健康の状況と健康格差

◆【第2回】講義内容

健康指標に用いて世界の状況を理解する。
1)乳幼児死亡率
2)妊産婦死亡率
3)GDPと平均余命
4)健康の社会的決定要因

◆【第2回】担当者 成瀬和子

◆【第3回】項目 世界の人々の健康と関連要因

◆【第3回】講義内容

健康に影響を与える要因について学ぶ
1人口学的要因
2)生物学的要因
3)文化的要因
4)社会的要因
5)環境要因

◆【第3回】担当者 成瀬和子

◆【第4回】項目 国際的な健康格差是正のための取り組み

◆【第4回】講義内容

世界的枠組みでの取り組みについて学ぶ
1)プライマリヘルスケア（PHC）
2)ミレニアム開発目標（MDGs）
3)持続可能な開発目標（SDGs、UHC）

◆【第4回】担当者 土谷ちひろ

◆【第5回】項目 国際保健における健康課題1：感染症（CDs）

◆【第5回】講義内容

国際保健における感染症について現状と対策を学ぶ。
1)3大感染症
2)ポリオ
3)新興・再興感染症

◆【第5回】担当者 成瀬和子

◆【第6回】項目 国際保健における健康課題2：非感染症（NCDs）

◆【第6回】講義内容

国際保健における非感染症について現状と対策を学ぶ。
1)循環器疾患
2)糖尿病
3)タバコ対策
4)メンタルヘルス

◆【第6回】担当者 土谷ちひろ

◆【第7回】項目 国際保健における健康課題3：子どもの健康とリプロダクティブヘルス

◆【第7回】講義内容

国際保健における子どもの健康に関わる課題とリプロダクティブヘルス・ライツに
ついて学ぶ。
1)栄養失調と肥満
2)児童労働
3)妊産婦の健康とリプロダクティブヘルス

◆【第7回】担当者 成瀬和子
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シラバス項目名 シラバス内容

◆【第8回】項目 国際保健における国際機関や政府・民間機関の役割

◆【第8回】講義内容

国際保健に取り組む国際機関や政府機関、民間機関の役割や援助の仕組みについて
学ぶ。
1)WHO
2)UNICEF
3)GO
4)NGO
5)日本の国際協力政策

◆【第8回】担当者 成瀬和子

108



キャリアデザインⅠ

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/キャリアデザイン

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 1年通年

◆授業形態 演習

◆科目名 キャリアデザインⅠ（基礎）

◆科目責任者 鈴木　良美

◆科目担当者
鈴木　良美、原田　芳巳、竹口　文博、村田 晶子、小澤 竹俊、
山崎　由花、青木　昭子、星野　慎二、瀬戸山 陽子、外川　浩子、新井　志穂、
杉原　ひとみ、冷水　育、眞保　智子

◆オフィスアワー・場所 鈴木　良美　507研究室（ysuzu＠tokyo-med.ac.jp）

◆授業のねらい
医学科との共通科目である「医療プロフェッショナリズムⅠ」、さらにキャリアや
ボランティアについて学び、プロフェッショナリズムおよび看護職としてのキャリ
アについて考えていく。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ×

2.科学的に探究し表現する力 ×

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ●

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ●

◆到達目標

・医学科との共通科目である「医療プロフェッショナリズムⅠ」の受講によって、
プロフェッショナリズムについて理解し、深く考えることができる。
・自らのキャリア、ボランティア、ＢＬＳについて学び、看護職としての今後の
キャリアについて考えることができる。

◆教科書 なし

◆参考図書 岡本榮一、学生のためのボランティア論、大阪ボランティア協会出版部

◆評価方法

・講義の受講レポートもしくは課題90％、課題のグループワークと発表10％、
・全体出席率が4/5未満のものは評価の対象にならない。
（対面講義の場合）開始より5～30分は遅刻、それ以降は欠席と見なす。遅刻・早
退は2回で欠席1回と見なす。
（オンラインの場合）定められた期限内に、課題や確認テストの提出をもって出席
とみなす。1回の講義の中で確認テストと課題の両方を課したり、2つの課題を課す
ことがあるが、この場合、指定されたテストや課題をすべて提出した場合に出席と
みなす。
・なお、第1～10回はオンデマンドの講義である。

◆課題に対するフィードバック 担当教員によるコメント（適宜）

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） ・事前にテーマに関して自己学習する

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
・配布資料した資料と講義の内容を教科書・参考書を使用してノートに整理し、復
習しておくこと

◆【第1回】項目 プロフェッショナリズムとは何か（総論）

◆【第1回】講義内容 プロフェッショナリズムや医療倫理、コンプライアンス
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キャリアデザインⅠ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 原田　芳巳

◆【第2回】項目 情報化社会におけるプロフェッショナリズムとは何かについて学ぶ

◆【第2回】講義内容 ICT, SNS, 剽窃、著作権，個人情報保護

◆【第2回】担当者 竹口　文博

◆【第3回】項目 「ジェンダー平等」について考えあう

◆【第3回】講義内容 ジェンダー平等、男女共同参画社会基本法、アンコンシャス・バイアス

◆【第3回】担当者 村田 晶子（早稲田大学ジェンダー研究所）

◆【第4回】項目 死を前にした人にあなたは何ができますか

◆【第4回】講義内容 在宅医療、エンドオブライフケア、看取り、意志決定支援

◆【第4回】担当者 小澤 竹俊(めぐみ在宅クリニック)

◆【第5回】項目 グローバル化とダイバーシティにおけるプロフェッショナリズム

◆【第5回】講義内容 グローバル化、人種、宗教、言語、移民、難民、内戦

◆【第5回】担当者 山崎　由花

◆【第6回】項目 多様性ダイバーシティに対応できる医療①

◆【第6回】講義内容 性差別，性的マイノリティー，共感，偏見，差別

◆【第6回】担当者 青木　昭子

◆【第7回】項目 多様性ダイバーシティに対応できる医療②

◆【第7回】講義内容 性差別，性的マイノリティー，共感，偏見，差別

◆【第7回】担当者 星野　慎二（NPO SHIP虹色キャビン）

◆【第8回】項目 患者の語りから学ぶ

◆【第8回】講義内容 DIPEx Japan，健康と病の語り，告知，受容，終末期医療

◆【第8回】担当者 青木 昭子

◆【第9回】項目 患者の語りから学ぶ

◆【第9回】講義内容 患者への接し方、対応の仕方を学ぶ

◆【第9回】担当者 瀬戸山 陽子

◆【第10回】項目 知っていますか？「見た目問題」

◆【第10回】講義内容 見た目問題、自己肯定感、差別、偏見

◆【第10回】担当者 外川　浩子（NPO法人マイフェイス・マイスタイル）

◆【第11回】項目 医療プロフェッショナリズムのまとめ

◆【第11回】講義内容 医療プロフェッショナリズムの講義を通じて学んだことをグループで振り返る

◆【第11回】担当者 鈴木　良美、新井　志穂、杉原　ひとみ

◆【第12回】項目 ボランティア入門

◆【第12回】講義内容 ボランティアの心得、活動方法

◆【第12回】担当者 新宿区社会福祉協議会職員

◆【第13回】項目 BLS（Basic Life Support）１

◆【第13回】講義内容
心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置についての知識を学ぶとともに、人
工呼吸を含む心肺蘇生およびAEDの操作を体験する。

◆【第13回】担当者 冷水　育

◆【第14回】項目 BLS（Basic Life Support）２

◆【第14回】講義内容
心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置についての知識を学ぶとともに、人
工呼吸を含む心肺蘇生およびAEDの操作を体験する。

◆【第14回】担当者 冷水　育
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キャリアデザインⅠ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】項目 キャリアデザイン

◆【第15回】講義内容 キャリアデザインとは何か

◆【第15回】担当者 眞保　智子（法政大学）
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生命倫理

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と文化

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前期・後期

◆授業形態 講義

◆科目名 生命倫理

◆科目責任者 倉田誠

◆科目担当者 倉田誠

◆オフィスアワー・場所 倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jpに連絡してください。

◆授業のねらい

医療や医学研究などにおける諸事例をとおして生命倫理学を学ぶ。具体的な事例を
通して生殖医療・移植医療・終末期医療等における倫理問題を考えることで、生命
倫理に関する理論や考え方を習得する。その際、必要に応じて最先端の再生医療や
医療情報の取扱いについても紹介する。そのうえで、生命倫理が医療に携わる際に
極めて重要であることを認識させ、様々な立場からあるべき医療実践について検討
する力を身につける。なお、この授業は、医学科『生命倫理学』との合同授業とな
ります。学科を超えて様々な意見交換や議論を行うことで、チームとして課題に取
り組む力を養うことも目指しています。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ●

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ●

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

１．倫理について説明できる。
２．医の倫理の意義とその内容について説明できる。
３．生命倫理の成立とその背景について説明できる。
４．生命倫理の原則と方法論について説明できる。
５．インフォームド・コンセントの重要性について説明できる。
６．末期医療と尊厳死に関連する倫理問題について説明できる。
７．安楽死に関連する倫理問題について説明できる。
８．人の死と脳死に関連する倫理問題について説明できる。
９．臓器移植に関連する倫理問題について説明できる。
10．生殖医療における中絶・代理懐胎に関連する倫理問題について説明できる。
11．医療における遺伝子に関連する倫理問題について説明できる。
12．薬害および医原病に関連する倫理問題について説明できる。

◆教科書 関東医学哲学・倫理学会編『医療倫理Q&A』、太陽出版

◆参考図書
黒崎剛・野村俊明編『生命倫理学の教科書　何が問題なのか』、ミネルヴァ書房
小林亜津子『看護のための生命倫理』、ナカニシヤ出版
＊その他の文献は、授業時間に適宜指示します。

◆評価方法
出席を通した議論への参加　30%
課題・相互評価　　　　　　20%
期末レポート　　　　　　　50%

◆課題に対するフィードバック e自主自学を通して行います。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分
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生命倫理

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）

本科目は医学科1年生との合同授業として行われます(看護学科の定員10名)。各講
義の主題は相互に関連しています。それまでの学習内容を整理したうえで、次の学
習課題に関する基礎的な知識を収集し、倫理的な検討が必要なポイントを見つけ出
しておいてください。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
配布物やノートにもとづいてそれまでの講義の内容を関連付け、講義で取り上げた
事例からより一般的な問題を導き出せるよう考えた内容を整理しておいてくださ
い。これが上記の「事前学習」にもつながります。

◆【第1回】項目 倫理とは何か

◆【第1回】講義内容 規範、義務論、功利主義、リベラリズム、コミュニタリアニズム

◆【第1回】担当者 倉田 誠

◆【第2回】項目 生命倫理の誕生とその背景

◆【第2回】講義内容
ナチスの人体実験、タスキギー事件、ニュルンベルグ綱領、ヘルシンキ宣言、公民
権運動、コンプライアンス（法令遵守）

◆【第2回】担当者 倉田 誠

◆【第3回】項目 生命倫理の原則と方法論

◆【第3回】講義内容 生命倫理４原則、ユネスコ生命倫理と人権に関する宣言

◆【第3回】担当者 倉田 誠

◆【第4回】項目 医療者の責務と患者の権利

◆【第4回】講義内容 患者の権利宣言(リスボン宣言)、患者-医師関係、パターナリズム、自己決定

◆【第4回】担当者 倉田 誠

◆【第5回】項目 インフォームド・コンセント

◆【第5回】講義内容 説明・同意文書、同意能力、本人同意と代諾

◆【第5回】担当者 倉田 誠

◆【第6回】項目 臨床研究の倫理

◆【第6回】講義内容 臨床試験／治験、被験者保護、利益相反、コンプライアンス(法令遵守)

◆【第6回】担当者 倉田 誠

◆【第7回】項目 医療資源の配分

◆【第7回】講義内容 神の委員会、公平性と透明性、無益性

◆【第7回】担当者 倉田 誠

◆【第8回】項目 安楽死／尊厳死

◆【第8回】講義内容
安楽死の6要件、医師による自殺幇助(PAS)、終末期鎮静、リビング・ウィル、死ぬ
権利

◆【第8回】担当者 倉田 誠

◆【第9回】項目 脳死

◆【第9回】講義内容 死の定義と判定法、死の三徴候、臓器移植法、死の人称問題

◆【第9回】担当者 倉田 誠

◆【第10回】項目 臓器移植

◆【第10回】講義内容 脳死下提供と心停止後提供、オプトイン／オプトアウト、臓器売買

◆【第10回】担当者 倉田 誠

◆【第11回】項目 生殖補助技術

◆【第11回】講義内容 人工授精(AIH／AID)、代理懐胎、出自を知る権利、子の最善の利益

◆【第11回】担当者 倉田 誠
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生命倫理

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第12回】項目 人工妊娠中絶

◆【第12回】講義内容 生命の尊厳、母体保護、胎児条項、選択的中絶

◆【第12回】担当者 倉田 誠

◆【第13回】項目 出生前診断

◆【第13回】講義内容 無侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)、命の選別、優生思想

◆【第13回】担当者 倉田 誠

◆【第14回】項目 遺伝子診断

◆【第14回】講義内容 遺伝カウンセリング、遺伝子編集技術、エンハンスメント

◆【第14回】担当者 倉田 誠

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容 総合討論(ディベート)

◆【第15回】担当者 倉田 誠
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哲学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人間と文化

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 1年前・後期選択

◆授業形態 講義

◆科目名 哲学

◆科目責任者 西研

◆科目担当者 西研

◆オフィスアワー・場所
火・金の昼休み、第3校舎2階・哲学教室　nishiken@tokyo-med.ac.jpでアポをとる
こと。ズームでの面談も受け付ける。

◆授業のねらい

「人間とは何か」は、古来問われ続け、今も問われている重要な問いである。授業
では、人間について自分で考える際に手がかりとなるようないくつかのものの見方
を、具体的な材料に即した形で提示し、それらのものの見方に疑問を抱き、批判や
訂正を加え、その過程の中で翻って自分のものの見方をとらえなおし、深めていく
機会を提供することである。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

1.人間の尊厳を守る力 ●

2.科学的に探究し表現する力 ●

3.看護の対象を理解し実践する力 ×

4.人や社会と関係を築く力 ×

5.多職種と連携する力 ×

6.プロフェッショナリズムに基づき責任を果たす力 ×

7.生涯にわたって研鑽し続ける力 ×

◆到達目標

1.病気を人間的体験としてみたとき、それがどのようなものであるか、また医療の
意義がどこにあるかを、自分の言葉として表現できる（知識・理解）。
2.人間の体験世界の特質を、生の可能性、物語、承認と自由、愛情的関係と評価的
関係、欲望と能力、などの術語によって概説できる（知識・理解）。
3.内省と対話による「本質観取」の方法によって、人間の体験世界をめぐる諸テー
マ（情緒や価値）についてみずから考察し、表現できる（思考・判断）。

◆教科書 毎回プリントを配布する

◆参考図書

「西研 特別授業「ソクラテスの弁明」」(別冊NHK「100分de名著」読書の学校)、
西研、2019年、NHK出版。
「哲学は対話する－－プラトン、フッサールの〈共通了解〉をつくる方法」、西研
、2019年、筑摩選書。
「子どものための精神医学」、滝川一廣、2017年、医学書院。

◆評価方法
中間試験：30％、レポート：30％、eポートフォリオによる振り返り：40％（コロ
ナ状況下では、振り返り50％、レポート50％とする）

◆課題に対するフィードバック
eポートフォリオに対してはコメントを返す。レポートに対しては希望者にコメン
トを返す。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30分

◆事前学習（内容） 話し合いの準備のためのワークシート作成（毎回ではない）

◆事後学習（時間） 1時限あたり30分
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哲学

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容） 配布プリントを読み直して重要な点を確認する。

◆【第1回】項目 哲学とは何か

◆【第1回】講義内容 ガイダンス、哲学の起源と主題

◆【第1回】担当者 西研

◆【第2回】項目 医療の特別な意義を考える①

◆【第2回】講義内容 美容と医療のちがいから、医療の特質を探る

◆【第2回】担当者 西研

◆【第3回】項目 医療の特別な意義を考える②

◆【第3回】講義内容 グループワークの続き

◆【第3回】担当者 西研

◆【第4回】項目 医療の特別な意義を考える③

◆【第4回】講義内容 グループワークの続き

◆【第4回】担当者 西研

◆【第5回】項目 健康と病気、欲望と能力

◆【第5回】講義内容 健康・病気の「体験世界的な意味」を明らかにする

◆【第5回】担当者 西研

◆【第6回】項目 医療と教育の公共性、医療者になることのあなたにとっての意義①

◆【第6回】講義内容 医療と教育のもつ公共性はどこからくるか、なぜ医療者になろうと思ったか

◆【第6回】担当者 西研

◆【第7回】項目 医療者になることのあなたにとっての意義②、〈体験世界〉と〈生の可能性〉

◆【第7回】講義内容 なぜ医療者になろうと思ったか、人は可能性をめがけて生きる

◆【第7回】担当者 西研

◆【第8回】項目 〈物語〉をつくる存在としての人間、死の観念と労働

◆【第8回】講義内容 体験世界の基礎構造：言語、物語、死、労働

◆【第8回】担当者 西研

◆【第9回】項目 中間テスト

◆【第9回】講義内容

◆【第9回】担当者 西研

◆【第10回】項目 人間科学の方法、感情の本質を捉える①

◆【第10回】講義内容 体験反省的エヴィデンス、なつかしさの本質を題材として

◆【第10回】担当者 西研

◆【第11回】項目 感情の本質を捉える②

◆【第11回】講義内容 なつかしさの本質を構成する諸契機

◆【第11回】担当者 西研
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◆【第12回】項目 人は何を求めて生きるか①

◆【第12回】講義内容 承認の欲求と自由の欲求、基本的信頼と自律性

◆【第12回】担当者 西研

◆【第13回】項目 人は何を求めて生きるか②

◆【第13回】講義内容 承認の欲求と自由の欲求のつながり方、親のルールの内面化、集団におけるルール

◆【第13回】担当者 西研

◆【第14回】項目 支援のための人間学①

◆【第14回】講義内容 支援としての医療、「存在の承認」を可能にするには

◆【第14回】担当者 西研

◆【第15回】項目 支援のための人間学②

◆【第15回】講義内容 「かりいほ」における支援、「ふるさとの会」における支援

◆【第15回】担当者 西研
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