
倫理学 １単位 （３０時間） 
＜科目目標＞ １．伝統的な倫理学の概念を学ぶ。 

２．生命倫理の基礎に触れる。 
＜講 師＞ 非常勤講師 
＜評価方法＞ 筆記試験 

＜テ キ ス ト＞ 授業時に資料配布 

 

 

＊哲学との選択科目 

 

単 元 内 容 
授業 
時間 

授業 
形態 

受講上の 
留意点 

倫理学の方法 １．イントロダクション 30 講義 参考文献等
は講義で紹
介します。 

 倫理学の方法と作法 
倫理学の代表的立場 ２．倫理学の代表的立場（１） 
 功利主義 
 ３．倫理学の代表的立場（２） 
 義務論 
 ４．倫理学の代表的立場（３） 
 徳倫理学 
生命倫理の諸問題 ５．生命倫理の概念と問題（１） 
 人格、あるいは生命権の主体 
 ６．生命倫理の概念と問題（２） 
 動物倫理 
 ７．生命倫理の概念と問題（３） 
 パターナリズムとインフォームド・コンセント 
 ８．生命倫理の概念と問題（４） 
 安楽死・尊厳死とQOL〔１〕 
 ９．生命倫理の概念と問題（５） 
 安楽死・尊厳死とQOL〔２〕映画視聴 
 10．生命倫理の概念と問題（６） 
 エンハンスメント、あるいは能力・肉体の改造 
 11．生命倫理の概念と問題（７） 
 出生前診断と胎児の権利〔１〕 
 12．生命倫理の概念と問題（８） 
 出生前診断と胎児の権利〔２〕 
 13．生命倫理の概念と問題（９） 
 臓器移植と再生医療〔１〕 
 14．生命倫理の概念と問題（10） 
 臓器移植と再生医療〔２〕映画視聴 

 15．講義のまとめと試験 



哲学 １単位 （３０時間） 
＊倫理学との選択科目 

＜科目目標＞ １．西洋の哲学思想に見られる様々な人間観の学習を通じて、〈人間の在り方〉の 

諸相に対して理解を深めること。 

２．以上を通じて、哲学に特有の考え方に習熟し、自ら哲学する精神を養うこと。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 筆記試験 

＜テ キ ス ト＞ 随時資料の配布 
 

単 元 内  容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

導入 １．哲学という学問、および授業全体の概容につい 
ての簡単な説明 30 講義 

毎回、授
業の終わ
りに疑問
点や感想
な ど を 書
いて提出
してもらい
ますので 
（可能な
限り次回
授業で応
答）、各自
レポート用
紙などを
用意して
きてくださ

い。 

哲学的議論の方法 ２．論証について 
３．反論の方法について 

生命観の歴史的変遷 ４．この単元の復習 
５．古代・中世の生命観 

 ６．近代の生命観 
７．現代の生命観① 

 

現代における諸問題 
８．現代の生命観② 
９．心身問題① 

 10．心身問題② 
11．自由の問題① 

 12．自由の問題② 
13．自由の問題③ 

まとめ 14．この単元のまとめ 

15．全体のまとめ、および試験についての説明 



論理的思考と表現 １単位 （３０時間） 
 

＜科目目標＞ 1.論理的思考と表現ができるための基礎的能力を身につける。 

2.論理的に思考する習慣を身につけ、自分の見解を確立し、それを文章と口頭とで 

表現する基礎的な能力を養う。 
 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ レポート、演習発表等の総合評価 

＜テ キ ス ト＞ 『作家のごちそう帖』『作家のまんぷく帖』（平凡社） 
＜紹介文献＞ 授業中、適宜指示する。 

 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

第１回 
論理的に考えることと表現することの必要性 
（ガイダンス） 

30 講義 辞書を持参
すること 

第２回 プレゼンテーション 講義・演習 

第３回 文章表現の要点（構想の練り方） 講義・演習 

 

第４回 
文章表現の基本的ルール（原稿用紙のの使い
方） 

 

講義・演習 

第５回 レポートの書き方 講義・演習 

第６回 就職関連文書 講義・演習 

第７回 森鷗外と作品をとおして 講義・演習 

第８回 夏目漱石と作品をとおして 講義・演習 

第９回 正岡子規と作品をとおして 講義・演習 

第１０回 与謝野晶子と作品をとおして 講義・演習 

第１１回 石川啄木と作品をとおして 講義・演習 

第１２回 芥川龍之介と作品をとおして 講義・演習 

第１３回 宮沢賢治と作品をとおして 講義・演習 

第１４回 太宰治と作品をとおして 講義・演習 

第１５回 森茉莉と作品をとおして 講義・演習 



情報科学  １単位 (３０時間） 
 

 

＜科目目標＞ 
１．情報科学と統計学の社会的ニーズを理解し、情報処理および統計処理の基本 

  的な仕組みを演習形式で学ぶ。 

２．医療と看護における情報処理システムの役割を理解し、コンピュー及び ネット 

ワークを利活用する能力を習得する。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 
＜テ キ ス ト＞ 

授業でのミニレポート,および試験や課題レポートで評価 

椎橋 実智男著：看護・医療系のための情報科学入門、医学芸術社

以下の授業のページを参照 

http://nibcsr.miyakyo-u.ac.jp/K/ 

＜注意事項＞ 各自、USBメモリを持参のこと （容量 1GB程度） 
 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

情報科学の概要 １.情報と情報処理 30 講義 視聴覚教室で
講義 

統計学 ２．統計処理のための基本的な概念 

 ３．記述統計 

 計量データの記述、表計算ソフトによる数値処理 

 ４．表計算ソフトによるグラフ処理 

 ５．推測統計 

コンピュータの概要 ６．コンピュータの階層構造 

 １）コンピュータのハードウェアとソフトウェア 

 ２）コンピュータの役割と仕組み 

情報ネットワークと
インターネット 

７．コンピュータネットワークと電子メール 

 ８.インターネットの仕組みと現代的意義 

 ９．情報セキュリテイと情報倫理 

応用ソフト紹介 10．文書処理、画像処理、プレゼンテーション等 

情報科学と医療及び
看護 

１１．情報化による医療の変化 

12.看護業務と情報処理 

 １３．表計算ソフトを使った統計処理 

 
１４．医療とコンピュータ 

 １５．情報処理の課題と展望 



物理学  １単位 (３０時間） 
 

＜科目目標＞ 1. 看護業務において、バイオメカニクスという人体の運動力学を理解できる。 
 

2. 医療現場での多くの医療機器を正しく使用するために、機器の作動原理についての
基礎的知識を持ち、医療事故の防止につなげる。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 筆記試験・出席状況 

＜テ キ ス ト＞ 平田雅子著：新体系 看護学全書 基礎科目 物理学、メヂカルフレンド社 

＜文献紹介＞ 遠藤 真広著：医療最前線で活躍する物理、裳華房出版 

 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

質点の力学 １．質点の力学・・・体位変換の原理や重力などについて理 
解 

30 講義  

 ２．質点の力学・・・力学的エネルギー摩擦力について 

 
３．剛体の力学・・・倒れない条件、倒れにくい条件 

 
４．流体・・・水中リハビリテーションで感じる体重 

圧力 5．圧力・・・圧力の基本的性質と血圧計について 

 
６．圧力・・・吸引器、人工心肺、透析器などにおける圧力 

電磁気現象 ７．電気・・・電気の本性と基本的な性質 

 
８．電気・・・人体に関連した電気現象について 

熱現象 ９．熱・・・医療の現場では不可欠な水の特異性について 

音と光 １０．音・・・音波や振動の性質と人体との相互作用 

 
１１．光・・・光線としての光の性質 

 
１２．光・・・波動としての光の性質 

放射線 １３．放射線・・・毒にも薬にもなる放射線 

 
１４．放射線・・・放射線の防護 

 
１５．全単元のまとめと演習問題 



心理学  １単位 (３０時間） 
 

＜科目目標＞ 1．基本的な心理学の理論や技法を学ぶ。 

２．看護や医療等の場面で必要とされる心理学について概観し、その後の実習

に活用できるようにする。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 
＜テ キ ス ト＞ 

授業内での課題（毎回）、および試験で評価 

東北大学心理学講座編，心理学の視点24,国際文献社 

＜紹介文献＞ 系統看護学講座 基礎６ 心理学 医学書院 

＜注意事項＞ 基本的には講義形式であるが，必要に応じて演習を行う。 
主体的な参加を望む。課題は，応用力，パフォーマンスを重視。 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

ガイダンス 心理学ガイダンス：「心」を考える 30 講義  

人格 「無意識」を考える 

 「個性」を考える 

 「異常」を考える 

 心理療法 

感覚・知覚・認知 「感じる」を考える 

 「わかる」を考える 

学習・記憶 「学習」を考える 

 「記憶」を考える 

感情・生理 「脳」を考える 

 「心と身体」を考える 

 「感情の機能」を考える 

コミュニケーション・文
化 

「人間関係」を考える 

 「助け合い」を考える 

まとめ 今年度の「心理学」を振り返る 



人間関係論 １単位 (３０時間） 
 

＜科目目標＞ 1．人間関係についての基礎的知識を理解できる。 

２．集団、家族における人間関係を理解できる。 

３．コミュニケーション能力を高めるための基本的な方法を理解できる。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 
＜テ キ ス ト＞ 

＊初回に説明 

系統看護学講座 基礎分野 人間関係論 医学書院 
 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

人間関係についての 人間存在と人間関係 30 講義  

基礎的知識 社会的相互作用と社会的役割 

 

コミュニケーションの 

 

コミュニケーションとは 

基本的な方法 コミュニケーションの障害 

 援助的コミュニケーション 

 IT機器の普及に伴う効用と問題点 

 
人間関係の研究と応用 

 

人間関係に関する研究 

 カウンセリングの理論と実践 

 看護ケア、福祉への応用 

 「感情の機能」を考える 



社会学 1 単位（30 時間） 
 

＜科目目標＞  私たちが暮らす社会の特徴と問題を、医療と関連づけながら理解し、

考察する。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ レポート 

＜テキスト＞ 『系統看護学講座 基礎分野 社会学』医学書院. 

 

単 元 

 

内 容 

授業 

時間 

授業 

形態 

受講上の 

留意点 

社会学 1. 社会学の基礎概念（1） 

2. 社会学の基礎概念（2） 

3. 社会学の特徴的視点（1） 

4. 社会学の特徴的視点（2） 

5. 保健医療と社会学 

6. 前近代、近代、現代 

7. 資本主義をめぐる論争 

8. 健康とは何か 

9. 健康と社会格差 

10. 患者―医療者関係 

11. 専門職 

12. ジェンダー、家族 

13. 保健医療制度 

14. 保健医療の現代的課題 

15. まとめ、および、レポート作成法 

30 講義  

 

 

医療と社会学 

  

現代社会   

 

健康と社会 
  

 

人間関係 
  

 

医療の制度 

  



 教育学 １単位 (３０時間）    

＜科目目標＞ 1.教育の基礎的事項について理解できる。 
   

 2.教育と看護との関連について理解できる。    

＜講 師＞ 非常勤講師    

＜評価方法＞ 出席状況、ワークシート及び最終試験から評価する    

＜テ キ ス ト＞ なし    

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

導入 １．導入：被教育体験の振り返りから 30 講義
及びグ
ループ
ワーク
等 

文献は授
業の中で
適宜紹介

する 
教育・保育の基礎 ２．教育の基礎①：子どもと大人のかかわりから 

 
３．教育の基礎②：子どもの実際の姿から 

 
４．教育の基礎②：教師の実際の姿から 

発達観・指導観 ５．指導観の多様性：本質主義と進歩主義を例に 

 
６．発達観の多様性：経験主義と理性主義を例に 

道徳・倫理と教育 ７．自分を大切にするとは？：自愛の思慮について 

 
８．他者を大切にするとは？：命について 

特別支援教育 ９．発達障害について：幼児の事例から 

 
１０．特殊教育から特別支援教育へ 

医療と教育 １１．カウンセリングと教育 

 
１２．発達障害と医療現場 

 
１３．食育について 

まとめ １４．まとめ①：「いじめ」を例に考える 

 
１５．まとめ②：看護と教育 



英語Ⅰ １単位 （３０時間） 
 

＜科目目標＞ 医療・看護の現場に即した基礎的な英語コミュニケーション能力を身につける。 

１．医療現場で役に立つ実践的な聞き取りおよび発話能力を育成する。 

２．医療・看護に関する豊富な語彙や表現を習得する。 

３．医療・看護に関する情報を英語で読解する能力を養う。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 
＜テ キ ス ト＞ 

期末試験50%、小テスト30%、平常点20％とし、総合的に評価します 

LIFESAVER Basic English in Medical Situations, New Edition 

National Geographic Learning ISBN：978-4-86312-352-6 
 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

 Unit 1 Power of Language 

（言葉の力について） 
30 

講義
演習 

 

Unit 2 Don't worry. 

（励ましの声をかけましょう） 

Unit 3 How may I help you? 

（どうなさいましたか） 

Unit 4 How are you feeling? 

（気分を聞いてみましょう） 

Unit 5 Could you fill in this medical questionnaire? 

（この問診票にご記入いただけますか） 

Unit 6 Take the elevator, please. 

（行先を案内しましょう） 

Unit 7 What are your symptoms? 

（症状を尋ねましょう） 

Unit 8 Where does it hurt? 

（痛みの場所を聞きましょう） 

Unit 9 How long have you had these symptoms? 

（痛みの持続時間を聞きましょう） 

Unit 10 I'm going to take a blood sample. 

（検査の手順を説明しましょう） 

Unit 11 Let me take your vial signs. 

（入院患者との会話を学びましょう） 

Unit 12 Your surgery will be tomorrow. 

（手術前後の説明をしましょう） 

Unit 13 There are three kinds of medicine. 

（薬の説明をしましょう） 

Unit 14 Are you worried about anything? 

（文化の違いによる心配事を聞きましょう） 

Unit 15 It's time to be discharged. 

（退院後の説明をしましょう） 



 英語Ⅱ １単位 (３０時間）    

＜科目目標＞ 1. 医学・看護に関するボキャブラリーを身に付ける。 
   

 2. 医学・看護に関する英文読解能力を向上させる。    

＜講 師＞ 非常勤講師    

＜評価方法＞ 期末試験（70％） 小テスト（30％）    

＜テ キ ス ト＞ 医療の世界－基本情報と表現演習 （朝日出版社）    

単元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

医療従事者が心
得ておくべき基本 

１．Intoroduction 30 講義 基本的な
単語を 
しっかり身
に付ける
ために予
習・復習を
すること。
毎回小テ
ストを行 
う。 

解剖学的系列に
沿った臓器の位置
や構造、各系特有
の疾病、その症
状、治療法、問題
点等 

２．Ｔｈｅ Ｄｉｇｅｓｔｉｖｅ Ｓｙｓｔｅｍ：Ｈｏｗ Ｉｔ Ｗｏｒｋｓ 

（消化器系） 

３．Ｔｈｅ Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ Ｓｙｓｔｅｍ：Ｔｈｅ Ｈｅａｒｔ， 

Ｐｕｍｐ for Life-giving Blood 

（循環器系） 

 ４．循環器系続き 

 ５．Respiratory System (呼吸器系） ＊プリント 

 ６．The The Neurological System：Neuroscience 

 （神経系） 

 7Urinary System:Kidney Transpｌantation 

 （ 泌尿器系） 

 ８．The Reproductive System:Infertility Treatments 

 （生殖系） 

 ９. 生殖系続き 

 １０．The Skeletal System:Bone Health 

 （骨格系） 

 １１．The Immune System：Allergies 

 （免疫系：アレルギー） 

 １２．The Endocrine System：Diabetes 

 （内分泌系：糖尿病） 

その他、医療に関
する重要なテーマ 

13.   Preventinｇ   the Spread of Infectious Diseaseｓ 

（感染症の予防） 

 １４． Cancer and Treatment （がんと治療） 

 ＊プリント 

 15. Health Care for the Aging: Geriatric Nursing 

 （老人看護） 



 英会話 １単位 （３０時間）    

＜科目目標＞ １．医療場面で役に立つ実践的な英会話の習得ができる 
   

 ２．自分の考えを英語で表現できる    

＜講 師＞ 非常勤講師    

＜評価方法＞ 期末試験、出席日数、ほか小テストなどを加味する    

＜テ キ ス ト＞ 中西睦子監修：耳から学ぶ楽しいナース英語、講談社    

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

UNIT.1 ～  30 講義 各Ｕｎｉｔに
ついて、事
前学習およ
び復習をす
ること。付属
のCDを活
用し、文字
情報なしで
内容が聞き
取れるまで
練習すると
よい。 

UNIT.12（予定） 全１５回の授業を通し、Ｕｎｉｔ１～１２（予定）のＴＡＬＫ・Ｌ 
ＥＳＳＯＮ・ＥＸＥＲＣＩＳＥのパートを学習する。各Ｕｎｉｔ後半
の語彙集、応用例文などは内容に応じ扱う。各週で１Ｕｎｉ 
ｔ進むとは限らない。内容に応じて小テストや提出物あり。
期間半ば（第８回）にＲＥＶＩＥＷ ＴＥＳＴを予定している。 

及び 

 演習 

  

会話例や例文を声に出して読み、覚え、またそれを応
用して表現できることを目指す。声に出すことを重視す
る。教員との対面練習のほか、２人ずつの会話練習及び
暗記練習も行う。他に、語彙の発音・アクセント、覚え方 
（語源など）や、必要に応じて文法的解説、また文化的相  
違の説明も行う。 

 



生活科学 1単位 (30時間） 
 

＜科目目標＞ 1. 医療・看護に関わる生活科学の知識が修得できる。 

2. 現在の多様化した衣生活，食生活，住生活のそれぞれについて，地球環境問題
や過疎高齢化問題，あるいは生活者の病状等を踏まえて考察できる。 

 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 期末試験約50 %，レポート約15 %，受講状況約15 %，ディベート20 %の加重配点で 

           採点します。           

＜テ キ ス ト＞ なし。配布プリント等で実施 
 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

食の生活科学 １．栄養素と消化酵素 30 講義 生活は，それぞ
れの家庭によっ 
て，スタイルが異
なるものです。こ
のスタイルを把握
することが、患者
の気持ちを理解
することにつなが
ります。したがっ 
て，様々な生活ス
タイルを紹介して
いきます。普段か
ら，生活について
の様々な出来事
について気に止
めておいてくださ
い。 

なお，ディベー
トのテーマは，授
業中に紹介しま
す。 

 食材の栄養分類と消化について 

 ２．ダイエットとアレルギー 

 ダイエットは有効か？ 

 ３．カロリー計算 

 自分の食事のカロリーを計算する 

衣の生活科学 ４．衣料材料概説 

 天然繊維と化学繊維 

 ５．人体と被服 

 繊維の燃え方 

 ６．被服の種類とデザイン 

 ドレスコードとお衣装 

住の生活科学 ７．住居の歴史 

 日本と西洋の相異 

 ８．建物のつくり 

 住居の分類と材料 

 ９．住生活と揮発性有機化合物 

 住居に存在する揮発性有機化合物 

 １０．住居の中の危険 

 幼児・高齢者の住居内事故 

生活環境 １１．雪国の住生活 

 日本の雪国を中心に 

 １２．地球温暖化と気象 

 エルニーニョとラニーニャ 

 １３．離島・限界集落の生活 

 天売島・新潟県池谷集落を中心に 

 １４．ディベート 

 １５．総括 



保健体育 １単位 (３０時間） 
 

＜科目目標＞ 1. 健康を保持・増進するために、身体運動を通じて基礎的な体力を身につけること  

ができる。 

2. 生涯スポーツ種目の実践によってスポーツの楽しみと技術を習得することができる 

3. 集団行動を通じてコミュニケーションやリーダーシップの役割を理解できる。 

＜講 師＞ 非常勤講師 

＜評価方法＞ 実技評価、出席状況 

＜テ キ ス ト＞ なし 

単 元 内 容 
授業
時間 

授業
形態 

受講上の
留意点 

体力測定 １．オリエンテーション 30 実技 体育館使用 

 
実技：体力測定 

アルティメット ２．体力測定評価 

 
実技：アルティメット説明、班編成 

 
３．実技：アルティメット 

 
４．実技：アルティメット 

 
５．実技：アルティメット 

ソフトバレーボール ６．実技：ソフトバレーボール説明、班編成 

 
７．実技：ソフトバレーボール 

 
８．実技：ソフトバレーボール 

 
９．実技：ソフトバレーボール 

バドミントン＆卓球 １０．実技：バドミントン＆卓球ルール説明、班編成 

 
１１．実技：バドミントン＆卓球 

 
１２．実技：バドミントン＆卓球 

 
１３．実技：バドミントン＆卓球 

 
１４．実技：バドミントン＆卓球 

 
１５．実技：各自で球技を選択 


