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2019-6010000691-01インターンシップ

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

＜インターンシップとは＞

インターンシップとは、学生が企業の協力を得て、一定期間の
実習を行う制度である。
この就業体験は、夏休みまたは春休みの期間中の１週間から２
週間を、
使って行われ、福岡大学就職・進路支援センターが用意する受
け入れ先企業の
プログラムに従って、実施される。

授業の目的は以下の２点である。

　1) 就業体験を行うことで、実社会における学問の役割や意義
を直接肌で感じ、把握することができること

   2) 就業体験後は、自らの専攻への学習意欲を高め、より具体
的にキャリアへの明確な目的意識や志望意欲を持つことができ
ること

◎－－－　到達目標　－－－◎

インターンシップでの社会体験と大学における学習の融合によ
り、より精度の高い社会貢献の糸口を見つけることができる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に希望する会社を調べておくこと。
また、授業計画にあるように、インターンシップ事前研修会に
参加すること。
事前学習、事前研修に関しては、少なくとも５時間程の時間を
かけて準備をすること。また、事後学習（２時間程度）、事後
研修（２時間程度）、発表準備（５時間程度）に関しても充分
時間をかけて丁寧なまとめを行うように。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

所定の事後報告書で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

インターンシップガイド、福岡大学就職・進路支援セン
ター

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1) 履修について理解すること
三年次選択科目「インターンシップ」を履修登録するなら
ば、 二年次および三年次にお
いてインターンシップに参加しておかねばならない。履修
登録前に履修内容を済ませると
いう、 逆登録の手順となりわかりにくいので この点によ
く注意すること。
(2) 大学および SM のインターンシップ説明会への出席
履修希望者は、SM の説明会に出席した上で、大学の就
職・進路支援センターが開催するイ
ンターンシップ募集説明会に出席すること。
自分でインターンシップ先を探す学生についても参加を義
務付けるものである。
この説明会参加は単位取得のための条件の一つなので、参
加していない学生についての単
位取得は認めないこともあるので十分に注意すること。

(3)「学生教育研究災害傷害保険」ならびに
「インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険」
に加入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

就職・進路支援センターインターンシップ計画に従う。
おおよそ以下のスケジュールで春と夏に実施する。

５月：研修参加申し込み開始
インターンシップ説明会
６、７月：学生と企業のマッチング、オリエンテーショ
ン、事前学習
８月：夏季インターンシップ事前研修会
８，９月：インターンシップの実施期間
９月：夏季インターンシップ事後研修会
１１月：春季インターンシップ募集説明会
12月：学生と企業のマッチング、オリエンテーション、事
前学習
12月～１月インターンシップ発表会（個別対応）
１月：春季インターンシップ事前研修会
２月：春季インターンシップの実施期間
４月：春季インターンシップ事後研修会



2019-6010000691-01インターンシップ

白石　修二

◎応数応用数:C-3

1.インターンシップでの社会体験と大学における学習の融合により、より精度
の高い社会貢献の糸口を見つけることができる
　(C-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:C-1

1.インターンシップでの社会体験と大学における学習の融合により、より精度
の高い社会貢献の糸口を見つけることができる
　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000687-01システムプログラミング「社情ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限, ２時限　　試験時間割：後日発表　　

中國　真教

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、情報システムを開発する際に必要不可欠となる「プ
ログラミング技術」に主眼を置きつつ、情報システムの開発を
網羅的に学ぶことを目的とする。情報システムの役割、開発の
プロセス、開発に使用するプログラミング言語の種類や特徴な
どを理解しながら、情報システムの開発を受講者が実際に行
う。
担当教員はこれまで、福岡大学などの高等教育機関の情報シス
テム部門に所属し、教育や研究を支援する情報システムの開発
や構築などの業務に従事してきた。その中で遭遇した課題やそ
の解決方法などを授業の中で提示しながら解説する。このよう
な授業を通じ、受講生は情報システム開発の進め方の基礎を修
得し、実践力を養う。
なお、本授業で使用する主なプログラミング言語はHSP、OSは
Windowsとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報システムの開発についてプロセスを説明し、実践できる。
(知識・理解)

論理に基づいて思考し、他者と対話しながら課題を発見し、IT
を活用して解決できる。(技能)

社会の動向を把握し、社会が求める情報システムを提案でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習においては、各回の授業のレジュメをもとに授業内容を事
前に把握し、専門用語などの意味を調べ、その結果をノートに
まとめ、理解に努めること。復習においては、毎回の授業終了
後に行う小テストを受験すること。そして、授業内容を振り返
りながら活動日誌を作成し、次回の授業において解決すべき課
題を明確にしておくこと。なお、予習と復習には、それぞれ90
分以上の時間をかけて取り組むこととする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

次の3点に基づきながら、総合的に成績を評価する。
・システム開発に関する専門用語や理論の理解度については、
授業毎に実施する小テストや期末試験によって評価する
（40%）
・開発などの作業において、グループ内の議論へ参加している
か、課題解決のための提案を積極的に行っているか、共同作業
に協力しているか、という点を5段階で評価する。（30%）
・成果物およびそのプレゼンテーションにおいて、社会の動向
を考慮したものであるか、社会が抱える課題を解決できる可能
性があるか、開発者の意図を他者へ伝えることができている
か、という点を5段階で評価する。（30%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

市販のテキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業では、受講者数人で一つのグループを構成する。毎
回の授業はグループ単位で活動し、互いに協力しつつ、役
割を分担しながら開発に取り組むため、1人の受講者が欠
席した場合はグループ全体の作業に影響を及ぼすこととな
る。この点を留意して授業に臨むこと。やむを得ず欠席す
る場合は、開発に支障が生じることのないようグループ内
で助け合うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01 情報システムの役割
02 情報システムの開発とプロセス
03 各種のOSやプログラミング言語における特徴
04 情報システムに対する社会の要求
05 開発に取り組むシステムの検討と要求定義
06 外部設計
07 内部設計
08 プログラミング（基本機能の実装）
09 プログラミング（ユーザインタフェースの実装）
10 プログラミング（デバッグ）
11 プログラミング（付加機能の実装）
12 システムのテストと運用
13 システムの操作手順書の作成
14 成果発表のためのプレゼン技法
15 成果発表



2019-6010000687-01システムプログラミング「社情ｺｰｽ」

中國　真教

◎応数応用数:A-2,B-3,C-1

1.情報システムの開発についてプロセスを説明し、実践できる。　(A-2)

2.論理に基づいて思考し、他者と対話しながら課題を発見し、ITを活用して解
決できる。　(B-3)

3.社会の動向を把握し、社会が求める情報システムを提案できる。　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.情報システムの開発についてプロセスを説明し、実践できる。　(A-3)

2.論理に基づいて思考し、他者と対話しながら課題を発見し、ITを活用して解
決できる。　(B-3)

3.社会の動向を把握し、社会が求める情報システムを提案できる。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000657-01ネットワーク入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

藤村　丞

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、授業担当者が情報基盤センターの教員として福
岡大学のキャンパスネットワークやネットワークセキュリティ
対策、各種コンピュータシステムをはじめとする大規模システ
ムの設計/構築/運用に携わった経験に基づき、福岡大学のネッ
トワーク構成/状況などを踏まえながら、インターネットにお
ける情報通信の基本的な原理・仕組みなどについてわかりやす
く解説する。実習も取り入れてその認識を深め，インターネッ
トにおける情報通信について自分自身で説明できるようになる
ことが目標である。
　講義の中では、インターネットの歴史を学んだ後、OSI参照
モデルの各層の役割を学び、それに基づいてTCP/IPの概要（イ
ンターネットの仕組み）を習得していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

インターネットの仕組みを説明することができる。(知識・理
解)

インターネットが社会に受け入れられ世界全体に広がった理由
と、どのように活用されているかを説明することができる。
(知識・理解)

コンピュータを用いて実習することにより、インターネットの
論理的な仕組みを学ぶことができる。(技能)

インターネットの仕組みや歴史、社会での利活用方法などを学
ぶことにより、さまざまな問題解決の一助とすることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、FUポータルの授業支援に次回のテキスト（プ
リント）を掲載するので、これを熟読し、わからない内容がど
こなのかを確認しておくこと。また、わからない語句は参考書
などを用いてその意味を調べておくこと。講義は、「予習を
行ってきた」ことを前提に実施する。予習にかかる時間は、約
2から3時間程度である。
　復習として、自分自身が先生になり目の前に教える学生がい
ると仮定し、事前準備を行った後、テキスト（プリント）を用
いて自分自身で講義を行ってみること。定期試験は、「復習を
行った」ことを前提に実施する。復習にかかる時間は、約2か
ら3時間程度である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は原則として、定期テストの内容が約6割、出席・
遅刻、聴講の態度などを約4割として「総合的（定期テストの
内容と出席・遅刻、聴講の態度などを相互的に見て評価す
る）」に行うが、「1度でも」予習・復習未実施の者は不合格
となる可能性が非常に高いので、すべて実施することが必要で
ある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて、プリントを配布する。また、これらのプ
リントや講義に対する参考書として、「【改訂4版】 TCP/
IPネットワーク ステップアップラーニング」を勧める。

◎－－－　参考書　－－－◎

【改訂4版】 TCP/IPネットワーク ステップアップラーニン
グ　ISBN 9784774193618
キーワードで学ぶ最新情報トピックス　2018　ISBN
9784822292263
速習TCP/IP ゼロからのネットワーク〈1〉　ISBN
9784797321937
　参考書として、「【改訂4版】 TCP/IPネットワーク ス
テップアップラーニング」を勧める。（出版社：技術評論
社、価格：2,138円）基本的なIT用語に自信がない場合は、
「キーワードで学ぶ最新情報トピックス　2017」を前もっ
て熟読しておくことを勧める。（出版社：日経BP社、価
格：1,296円）
　また、TCP/IPについては「速習TCP/IP ゼロからのネッ
トワーク〈1〉」が参考になる。（出版社：ソフトバンク
クリエイティブ、価格：2,808円）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の話をきちんと聴いて、ネットワーク入門について
真面目に学び考える人のみ受講していただきたい。たとえ
1回でも欠席、遅刻したり、私語、居眠りをしていては内
容を理解することはできない。まして講義中携帯メールを
打ったり音楽を聴いたりすることは論外である。
　また、各人がパソコンやスマートフォン、インターネッ
トを活用できることを前提に講義を進める。そのため講義
開始前において、インターネットの利用やパソコン・ス
マートフォンなどの基礎的な知識や操作能力を有している
ことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. インターネットの歴史
3. プロトコルとOSI参照モデル
4. イーサネット（１）
5. イーサネット（２）
6. Internet Protocol（１）
7. Internet Protocol（２）
8. Internet Protocol（３）
9. Transmission Control Protocol（１）10.インターネットの
仕組み
11.Transmission Control Protocol（２）
12.Transmission Control Protocol（３）
13.Domain Name System
14.実習（ネットワークアプリケーション）
15.実習（ネットワークコマンド）
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◎応数応用数:A-2,A-3,B-3,C-1

1.インターネットの仕組みを説明することができる。　(A-2)

2.インターネットが社会に受け入れられ世界全体に広がった理由と、どのよう
に活用されているかを説明することができる。　(A-3)

3.コンピュータを用いて実習することにより、インターネットの論理的な仕組
みを学ぶことができる。　(B-3)

4.インターネットの仕組みや歴史、社会での利活用方法などを学ぶことによ
り、さまざまな問題解決の一助とすることができる。　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.インターネットの仕組みを説明することができる。　(A-3)

2.インターネットが社会に受け入れられ世界全体に広がった理由と、どのよう
に活用されているかを説明することができる。　(A-3)

3.コンピュータを用いて実習することにより、インターネットの論理的な仕組
みを学ぶことができる。　(B-3)

4.インターネットの仕組みや歴史、社会での利活用方法などを学ぶことによ
り、さまざまな問題解決の一助とすることができる。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。
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◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、微分方程式などを用いて、数学的に表現された物理現象などを、
実在のものや装置を使うことなく、数式の計算や方程式の解をコンピュータに求め
させ、これを画像や動画などとして表現するコンピュータシミュレーションを学
ぶ。これとともに、教科｢情報｣に関する教職科目として、｢マルチメディア表現お
よび技術｣を題材とし、「マルチメディアの基礎」と題し、情報の特徴と情報化が
社会に及ぼす影響、情報を適切にコミュニケーションに活用する方法、情報技術の
役割とその活用などについて学ぶ。 講義の大部分は、PC教室にて、e-Learningシス
テムのMoodleを使って行う。
　以下の(1)～(5)の内容に関する課題について学ぶことを通して、三次元表示された
グラフや計算結果のアニメーション表示などを修得し、(6)によりマルチメディア表
現および技術の基礎・技術を理解する。
(1)関数による計算とその結果のグラフ表示方法について
(2)フーリエ解析の演算方法について
(3)オイラー法による微分方程式の解法について
(4)ルンゲクッタ法による微分方程式の解法について
(5)偏微分方程式の解法について
(6)マルチメディアの構成要素と表現・技術
　講義担当者は、複数の企業において各種の装置開発に従事しコンピュータによる
計測・制御・通信に携わった経験をもち、公益社団法人私立大学情報教育協会物理
学教育FD/ICT活用研究委員会委員長・教育改革ICT戦略大会運営委員会委員ならび
に一般社団法人日本技術者教育認定機構物理・応用物理学関連分野審査員として活
動しており、これらの実務経験に基づいた知見により構成したコンピュータの利活
用に関する内容の講義を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ア：シミュレーションの対象である物理現象に関する基礎的な事項について説明で
きる。(知識・理解)

イ：物理現象を数学的なモデルで表現し、計算により数値化する手法について説明
できる。(知識・理解)

ウ：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュータの構
成やその周辺技術の基礎を身につける。(技能)

エ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通して情
報リテラシーの基礎を身につける。(技能)

オ：社会現象など物理学と直接関係ない現象についてシミュレーションの知識に基
づいて考えることができる。(態度・志向性)

ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成要素の
ひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項について説明でき
る。（知識・理解）

イ：コンピュータによるシミュレーションを適用し、物理・化学・ナノサイエンス
に関する知識を深化・発展させようとすることができる。（態度・志向性）

ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成要素の
ひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項について説明でき
る。（知識・理解）

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：Moodleにアクセスし、課題の内容について熟読し、ソフトウェアなどの操作
方法について考えておくこと（60分～90分）
復習：Moodleにアクセスし、提出した課題のファイルをよく見直し、修正・訂正す
べき箇所がある場合は、修正後のファイルを再提出すること（60分～90分）
上記の毎回の予復習に加え、定期試験の準備には、ふりかえりに十分な学習に時間
が必要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　コンピュータシミュレーションおよびマルチメディア表現・技術に関する理解の
程度を基準として評価を行う。
評価方法：
　定期試験の成績と毎回の講義で出題する課題の提出状況と内容
割合：
　物理科学科物理科学コース
　　到達目標ア～エ：定期試験の成績60%、課題の提出状況と内容の結果20%
　　到達目標オ：課題の提出状況と内容の結果20%
　物理科学科ナノサイエンス・インスティテュート・コース
　　到達目標ア：定期試験の成績60%、課題の提出状況と内容の結果20%
　　到達目標イ：課題の提出状況と内容の結果20%
　化学科ナノサイエンス・インスティテュート・コース
　　到達目標ア：定期試験の成績60%、課題の提出状況と内容の結果40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義は、この科目のためにe-Learningシステム上に構築した専用の教材コ
ンテンツを利用して行うため、特に教科書を定めることはしない。

◎－－－　参考書　－－－◎

文部科学省:高等学校学習指導要領解説 情報編
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/
afieldfile/2012/01/26/1282000_11.pdf　
その他、必要な場合には講義の際に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この科目では、PC教室の授業支援システムやe-Learning教材などを利用す
るため、履修者がパーソナルコンピュータの基本的な操作方法を理解してい
ると想定している。
　演習はパーソナルコンピュータを実際に用いて行われるため、「教わる」
という受け身の態度ではなく、自ら「学ぶ」という態度が重要である。この
科目で出題される課題に対して、主体的かつ積極的に取り組むことはもちろ
ん大事なことであるが、課題の解法やパーソナルコンピュータの操作方法な
どがどうしてもわからないときは、そのままにせず、挙手をして質問するこ
とが重要である。
　毎回、授業支援システムを使って、時間内の在席状況と学習状況を常時調
査する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
　マルチメディア表現と技術の基礎的な内容について高校までの学習内容を
振り返る。
2．三角関数の描画
　Excelの関数を使った計算とグラフの描画法を確認する。
3．フーリエ解析：Excelの機能を用いて関数のフーリエ解析を行う方法につ
いて学ぶ。
　マルチメディアの基礎1：アナログとディジタルの基礎について学ぶ。
4．リサージュ図形の描画：三角関数の計算を用いて、振動の合成に関する
シミュレーションを行う方法について学ぶ。
　マルチメディアの基礎2：マルチメディアを構成する要素について学ぶ。
5．1階常微分方程式（RC回路の過渡現象）：抵抗とコンデンサーを接続し
たRC回路の過渡現象に関するシミュレーションを行う方法について学ぶ。
　マルチメディアの基礎3：コンピュータなどディジタル端末の構成につい
て学ぶ。
6．1階常微分方程式（LR回路の過渡現象）：抵抗とコイルを接続したLR回
路の過渡現象に関するシミュレーションを行う方法について学ぶ。
　マルチメディアの基礎4：コンテンツ制作のメディア処理について学ぶ。
7．2階常微分方程式（LCR回路の過渡現象）：抵抗、コンデンサーとコイル
を接続したLRC回路の過渡現象に関するシミュレーションを行う方法につい
て学ぶ。
　マルチメディアの基礎5：インターネットと通信について学ぶ。
8．2階常微分方程式（LCR回路の過渡現象別解）：LRC回路の過渡現象を記
述する微分方程式を第7回と異なる方法で解を求める方法について学ぶ。
　マルチメディアの基礎6：インターネットで提供されるサービスについて
学ぶ。
9．非線型常微分方程式：解析的に解を求めることの困難な非線型常微分方
程式の解を数値計算で求める方法について学ぶ。
　マルチメディアの基礎7：インターネットビジネスについて学ぶ。
10．ルンゲクッタ法による解法：
微分方程式の解をルンゲクッタ法で求め、オイラー法との比較を行い、両者
の相違について学ぶ。
　マルチメディアの基礎8：マルチメディアと社会について学ぶ。
11．空気抵抗を考慮した落体の運動：放物運動に空気抵抗を考慮して、運動
する物体の軌道を計算する方法について学ぶ。
　マルチメディアの基礎9：セキュリティについて学ぶ。
12．一次元偏微分方程式と差分による解法：マクロ機能を使って、ラプラス
方程式を解き、三次元グラフ表示させる方法について学ぶ。
13．一次元偏微分方程式：マクロ機能を使って、時間と位置に関する一次元
の拡散方程式を解き、時間の経過とともに変化する状態の分布をアニメー
ション表示する方法について学ぶ。
14．二次元偏微分方程式：マクロ機能を使って、時間と位置に関する二次元
の拡散方程式を解き、時間の経過とともに変化する状態の分布を三次元のア
ニメーション表示する方法について学ぶ。
15．まとめ：講義のまとめとして、毎回の講義で取り扱った内容に関する演
習問題を解くことで、講義の全体について確認する。

◎－－－　URL　－－－◎

情報基盤センターMoodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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◎物理物理科:A-1,B-2,C-2

1.ア：シミュレーションの対象である物理現象に関する基礎的な事項について
説明できる。　(A-1)

2.イ：物理現象を数学的なモデルで表現し、計算により数値化する手法につい
て説明できる。　(A-1)

3.ウ：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。　(B-2)

4.エ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して情報リテラシーの基礎を身につける。　(B-2)

5.オ：社会現象など物理学と直接関係ない現象についてシミュレーションの知
識に基づいて考えることができる。　(C-2)

6.ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成
要素のひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項につい
て説明できる。（知識・理解）

7.イ：コンピュータによるシミュレーションを適用し、物理・化学・ナノサイ
エンスに関する知識を深化・発展させようとすることができる。（態度・志向
性）

8.ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成
要素のひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項につい
て説明できる。（知識・理解）

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-2,C-1

1.ア：シミュレーションの対象である物理現象に関する基礎的な事項について
説明できる。

2.イ：物理現象を数学的なモデルで表現し、計算により数値化する手法につい
て説明できる。

3.ウ：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。

4.エ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して情報リテラシーの基礎を身につける。

5.オ：社会現象など物理学と直接関係ない現象についてシミュレーションの知
識に基づいて考えることができる。

6.ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成
要素のひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項につい
て説明できる。（知識・理解）　(A-2)

7.イ：コンピュータによるシミュレーションを適用し、物理・化学・ナノサイ
エンスに関する知識を深化・発展させようとすることができる。（態度・志向
性）　(C-1)

8.ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成
要素のひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項につい
て説明できる。（知識・理解）

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6020000653-01コンピュータシミュレーション

寺田　貢

◎化学ナノサ:A-2

1.ア：シミュレーションの対象である物理現象に関する基礎的な事項について
説明できる。

2.イ：物理現象を数学的なモデルで表現し、計算により数値化する手法につい
て説明できる。

3.ウ：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。

4.エ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して情報リテラシーの基礎を身につける。

5.オ：社会現象など物理学と直接関係ない現象についてシミュレーションの知
識に基づいて考えることができる。

6.ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成
要素のひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項につい
て説明できる。（知識・理解）

7.イ：コンピュータによるシミュレーションを適用し、物理・化学・ナノサイ
エンスに関する知識を深化・発展させようとすることができる。（態度・志向
性）

8.ア：物理的および化学的な現象に関する基本的な知識である実験技術の構成
要素のひとつであるコンピュータの構成やその周辺技術の基礎的な事項につい
て説明できる。（知識・理解）　(A-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6020000662-01情報活用演習「物理科学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

寺田　貢

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、情報機器を正しく利用して、論文やプレゼンテー
ションの形で自分の考えを発表するために必要な基本的な手法につ
いて学ぶ。この手法を修得することは社会人としてのキャリア形成
の第一歩に相当するといえる。さらに、学内の情報ネットワークや
図書館において蔵書や学術誌を利用することにより、情報の収集・
活用という大学での学修の基本的なスキルのひとつを身につける。
これに加え、就職進路支援センターとの連携により、社会人として
の行動特性の判断基準としてのコンピテンシーの診断テストを受検
することを通し、大学生活を積極的に過ごすことの重要性を考える
きっかけをつかむ。
　演習の大部分は、PC教室にて、e-LearningシステムのMoodleを
使って行う。この演習で学ぶ事項は以下の通りである。
(1)情報基盤センター機器の利用法について理解すること
(2)図書館の利用方法を理解すること
(3)ワードプロセッサによる文書作成方法を理解すること
(4)表計算ソフトウェアによるデータ処理方法とグラフによる表現方
法を理解すること
(5)プレゼンテーション用ソフトウェアによるプレゼンテーション資
料の作成方法を理解すること
(6)インターネットを介して「情報」を入手し、それを利用する方法
を理解すること
(7)社会人としてのコンピテンシーについて理解すること
　講義担当者は、複数の企業において各種の装置開発に従事しコン
ピュータによる計測・制御・通信に携わった経験をもち、公益社団
法人私立大学情報教育協会物理学教育FD/ICT活用研究委員会委員
長・教育改革ICT戦略大会運営委員会委員ならびに一般社団法人日
本技術者教育認定機構物理・応用物理学関連分野審査員として活動
しており、これらの実務経験に基づいた知見により構成したコン
ピュータの利活用に関する内容の演習を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ア：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコ
ンピュータの構成やその周辺技術の基礎を身につける。(技能)

イ：コンピュータの各種のアプリケーションの操作方法を学ぶこと
を通して情報リテラシーの基礎を身につける。(技能)

ウ：論文やプレゼンテーション資料の作成方法について身につけ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：Moodleにアクセスし、課題の内容について熟読し、ソフト
ウェアなどの操作方法について考えておくこと（60分～90分）
復習：Moodleにアクセスし、提出した課題のファイルをよく見直
し、修正・訂正すべき箇所がある場合は、修正後のファイルを再提
出すること（60分～90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習科目であるため、定期試験は実施しないが、以下の評価基準お
よび方法で成績評価を行う。
評価基準：
　毎回の演習で出題される課題に対して提出されたファイルの内容
などに基づいて理解状況を評価する。
評価方法：
　毎回の演習で出題される課題に対して提出されたファイルの提出
状況

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義および実習は、この科目のためにe-Learningシステム(情報基盤セン
ターMoodleシステム)上に構築した専用の教材コンテンツを利用して行う
ため、特に教科書を定めることはしない。

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定せず、必要な場合には講義の際に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この科目では、PC教室の授業支援システムやe-Learning教材などを利用
するため、履修者がパーソナルコンピュータの基本的な操作方法をある
程度理解していると想定している。
　演習はパーソナルコンピュータを実際に用いて行われるため、「教わ
る」という受け身の態度ではなく、自ら「学ぶ」という態度が重要であ
る。この科目で出題される課題に対して、主体的かつ積極的に取り組む
ことはもちろん大事なことであるが、課題の解法やパーソナルコン
ピュータの操作方法などがどうしてもわからないときは、そのままにせ
ず、挙手をして質問することが重要である。
　毎回、授業支援システムを使って、時間内の在席状況と学習状況を常
時調査する。
図書館利用案内は、図書館の利用状況に依存するため、授業計画での順
序が異なる場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
　演習の内容、スケジュールについて説明する。就職進路支援センター
の就活コンピテンシー診断テストを受検する。
2.電子メールなどの使用方法
　情報基盤センターの各種の機器や電子メールの利用法について学ぶ。
3.図書館利用案内
　図書館で実施される利用説明を受け、図書館における情報収集の方法
について学ぶ。
4.ワードプロセッサの文書入力と文書編集
　ワードプロセッサソフトウェアのWordを使って短い文書を入力して、
操作方法を確認するとともに､文字の種類・サイズ・書式などを変更・編
集する方法を学ぶ。
5.表の作成と文書への挿入
　Wordの文書に表を作成して組み込む方法を学ぶ。
6.図の作成と文書への入力
　Word文書への図の挿入方法を学ぶとともに、PowerPointの描画機能を
用いた作図方法を学ぶ。
7.数式の文書への入力
　Microsoft社のOffice製品の共通機能である数式エディタの利用方法を学
ぶ。
8.表計算ソフトウェアのデータ入力
　表計算ソフトウェアのExcelの基本的な操作方法を学ぶ。
9.グラフの作成
　Excelを使ったグラフの作成方法を学ぶ。
10.表計算ソフトウェアの演算と関数の使用 1
　表計算ソフトウェアのExcelの演算の方法と関数の使用についての操作
方法を学ぶ。
11.表計算ソフトウェアの演算と関数の使用 2
　表計算ソフトウェアのExcelの演算の方法と関数の使用についての操作
方法を学ぶ。
12.インターネットから入手したデータの処理
　インターネット上で公開されているデータを、Excelを使って処理する
方法を学ぶ。
13.プレゼンテーションソフトウェアの使用方法
　プレゼンテーションソフトウェアのPowerPointを用いて、プレゼンテー
ションのスライドの作成方法を学ぶ。
14．第1回目に受検した就職進路支援センターの就活コンピテンシー診断
テストについて、2回目から13回目の間にコンピテンシー・フォロー講座
を受講し、コンピテンシーの意味と重要性について理解する。
15.まとめ

注:｢3.図書館利用案内｣は､図書館の予約可能な時期により､4回目以降に実
施される場合もある｡

◎－－－　URL　－－－◎

情報基盤センターMoodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-6020000662-01情報活用演習「物理科学ｺｰｽ」

寺田　貢

◎物理物理科:B-2,B-3

1.ア：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。　(B-2)

2.イ：コンピュータの各種のアプリケーションの操作方法を学ぶことを通して
情報リテラシーの基礎を身につける。　(B-2)

3.ウ：論文やプレゼンテーション資料の作成方法について身につける。　(B-3)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6020000651-01情報処理概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：後日発表　　

寺田　貢

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、ソフトウェアの開発環境などを用いて、コンピュータ
に情報通信をはじめとする各種の処理を実行させるためのプログラミン
グの基礎を学ぶ。これとともに、教科｢情報｣に関する教職科目として、
｢情報通信ネットワーク｣を題材とし、コンピュータの構成と情報ネット
ワーク、情報システム・コンピュータとプログラミングなどについて学
ぶ。
　以下の(1)～(3)のような内容について学ぶことを通して、情報を伝送
する情報通信ネットワークおよび情報通信を実行するコンピュータにつ
いて、それらの動作原理および応用の基礎的な事項について理解する。
(1)プログラム作成の基礎について
(2)コンピュータの動作、機能およびその応用について
(3)コンピュータネットワークの基礎について
　それぞれの概要については、授業計画を参照のこと。また、講義の大
部分は、PC教室にて、e-LearningシステムのMoodleを使って行う。
　講義担当者は、複数の企業において各種の装置開発に従事しコン
ピュータによる計測・制御・通信に携わった経験をもち、公益社団法人
私立大学情報教育協会物理学教育FD/ICT活用研究委員会委員長および教
育改革ICT戦略大会運営委員会委員ならびに一般社団法人日本技術者教
育認定機構物理・応用物理学関連分野審査員として活動しており、これ
らの実務経験に基づいた知見により構成したたコンピュータの利活用に
関する内容の講義を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ア：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコン
ピュータの構成やその周辺技術の基礎を身につける。(技能)

イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶこと
を通して情報リテラシーの基礎を身につける。(技能)

ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周
辺技術の基礎について説明できる。（知識・理解）

イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶこと
を通して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）

ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周
辺技術の基礎について説明できる。（知識・理解）

イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶこと
を通して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：Moodleにアクセスし、課題の内容について熟読し、ソフトウェア
などの操作方法について考えておくこと（60分～90分）
復習：Moodleにアクセスし、提出した課題のファイルをよく見直し、修
正・訂正すべき箇所がある場合は、修正後のファイルを再提出すること
（60分～90分）
上記の毎回の予復習に加え、定期試験の準備には、ふりかえりに十分な
学習に時間が必要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　コンピュータのプログラミングおよび情報通信ネットワークに関する
理解の程度を基準として評価を行う。
評価方法：
　定期試験の成績と毎回の講義で出題する課題の提出状況と内容
割合：
　物理科学科物理科学コース
　　到達目標ア・イ：定期試験の成績60%、課題の提出状況と内容の結
果40%
　物理科学科・化学科ナノサイエンス・インスティテュート・コース
　　到達目標ア・イ：定期試験の成績60%、課題の提出状況と内容の結
果40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義および実習は、この科目のためにe-Learningシステム(情報基盤センター
Moodleシステム)上に構築した専用の教材コンテンツを利用して行うため、特に
教科書を定めることはしない。

◎－－－　参考書　－－－◎

文部科学省:高等学校学習指導要領解説 情報編
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/
afieldfile/2012/01/26/1282000_11.pdf　
その他、必要な場合には講義の際に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この科目では、PC教室の授業支援システムやe-Learning教材などを利用するた
め、履修者がパーソナルコンピュータの基本的な操作方法を理解していると想定
している。
　演習はパーソナルコンピュータを実際に用いて行われるため、「教わる」とい
う受け身の態度ではなく、自ら「学ぶ」という態度が重要である。この科目で出
題される課題に対して、主体的かつ積極的に取り組むことはもちろん大事なこと
であるが、課題の解法やパーソナルコンピュータの操作方法などがどうしてもわ
からないときは、そのままにせず、挙手をして質問することが重要である。
　毎回、授業支援システムを使って、時間内の在席状況と学習状況を常時調査す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
　コンピュータネットワークの基礎的な内容について高校までの学習内容を振り
返る。
2．プログラム作成の基礎とラベルの表示
　Microsoft VisualStudioを使ったプログラム作成の方法の基本について、ラベル
を表示するプログラムを作成することを通して学ぶ。
3．テキストの表示
　テキストの表示を行うプログラムの作成について、テキストボックスにテキス
トを表示するプログラムを作成することを学ぶ。
4．図形の描画1とソフトウェア
　図形の描画について、ピクチャーボックス上で、座標を設定して直線を描画す
るプログラムを作成することおよびコンピュータを動作させるソフトウェアの基
礎について学ぶ。
5．図形の描画2とマルチプログラミング
　図形の描画について、ピクチャーボックス上で、色彩を設定した図形を描画す
るプログラムを作成することおよび複数のプログラムを同時に実行するためのマ
ルチプログラミングの基礎について学ぶ。
6．数値データの入力とマルチプログラミング
　データの入力について、テキストボックスに入力された数値データを処理する
プログラムを作成することおよび複数のプログラムを同時に実行するためのマル
チプログラミングの応用について学ぶ。
7．関数の使用とオペレーティングシステム
　演算処理について、四則演算や三角関数の値を表示するプログラムを作成する
ことおよびオペレーティングシステムの基礎について学ぶ。
8．繰返し処理と流れ図
　繰返し処理について、九九の計算を行い、その解を表示するプログラムを作成
し、アルゴリズムの流れを示す流れ図の読解について学ぶ。
9．条件判断と分岐処理とデータ構造
　条件判断と分岐処理について、平方根の計算を行い、その値を表示するプログ
ラムを作成し、プログラムが処理を行う対象であるデータの格納および取り出し
の方法を定めるデータ構造について学ぶ。
10．関数とグラフとアルゴリズム
　図形の描画、繰返し処理および条件判断と分岐処理を組み合わせて、関数をグ
ラフ表示するプログラムを作成し、プログラムの処理手順を定めるアルゴリズム
について学ぶ。
11．配列の使用方法と流れ図
　繰返し処理および条件判断と分岐処理を組み合わせて、配列を使って最大値と
最小値を求めるプログラムを作成し、アルゴリズムの流れを示す流れ図の記述に
ついて学ぶ。
12．データベースの基礎1
　Excelの演算機能を使って、データベースにおけるデータ検索・転記の操作法
および処理言語であるSQLについて学ぶ。
13．データベースの基礎2・ネットワークの基礎1
　データベースとコンピュータネットワークに関するデータ通信の基礎について
学ぶ。
14．ネットワークの基礎2
　コンピュータネットワークに関するデータ通信の基礎について学ぶ。
15．まとめ
　講義のまとめとして、毎回の講義で取り扱った内容に関する演習問題を解くこ
とで、講義全体について確認する。

◎－－－　URL　－－－◎

情報基盤センターMoodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-6020000651-01情報処理概論

寺田　貢

◎物理物理科:B-2

1.ア：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。　(B-2)

2.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して情報リテラシーの基礎を身につける。　(B-2)

3.ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周辺技
術の基礎について説明できる。（知識・理解）

4.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）

5.ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周辺技
術の基礎について説明できる。（知識・理解）

6.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1

1.ア：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。

2.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して情報リテラシーの基礎を身につける。

3.ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周辺技
術の基礎について説明できる。（知識・理解）　(A-1)

4.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）　(A-1)

5.ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周辺技
術の基礎について説明できる。（知識・理解）

6.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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寺田　貢

◎化学ナノサ:A-1

1.ア：物理現象に関する基本的な実験技術の構成要素の一つであるコンピュー
タの構成やその周辺技術の基礎を身につける。

2.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して情報リテラシーの基礎を身につける。

3.ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周辺技
術の基礎について説明できる。（知識・理解）

4.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）

5.ア：自然科学の基礎的な知識の基盤となるコンピュータの構成やその周辺技
術の基礎について説明できる。（知識・理解）　(A-1)

6.イ：コンピュータのプログラミングやネットワークのしくみを学ぶことを通
して社会と理学の関わりについて説明できる。（知識・理解）　(A-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6020000679-01情報伝送工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

大橋　正良、森　慎太郎

◎－－－　概要　－－－◎

近年ディジタル通信技術が急速に進歩し、光ファイバによるイ
ンターネットアクセス、WiFi無線LANの高速化が進む一方で、
携帯電話では間もなく第5世代システムの開始が見込まれ、一
層のブロードバンド化が進んでいる。本講義では、通信工学I
の後継の講義として、情報通信システムの各種方式からアーキ
テクチャ、プロトコルまで学び、これをふまえ例として現在の
移動通信システムを俯瞰する。講義では携帯事業者での在籍経
験を持つ担当教員が、発達の歴史も踏まえた通信全体像の説明
を実施する。

(1)情報通信ネットワークの構成とアーキテクチャ
(2)情報通信ネットワークの各レイヤにおけるプロトコル
(3)情報通信ネットワークのセキュリティとトラフィック理論の
概要
(4)移動通信システムの概要

◎－－－　到達目標　－－－◎

高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も
基礎的な理論と実例について学び、通信システムやネットワー
ク機器を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる上記項目
を理解することを目標とする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に際しては事前に教科書を予習しておくこと。理解できな
い所、難解な所は自分なりに自由に想像し、何らかのイメージ
を持っておくこと。予習時には前回講義範囲のテキストとノー
トを読み返し、復習しておくこと(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)情報通信ネットワークの構成とアーキテクチャについて理解
していること
(2)情報通信ネットワークの各レイヤにおけるプロトコルについ
て理解していること
(3)情報通信ネットワークのセキュリティとトラフィック理論の
概要について理解していること
(4)移動通信システムの概要について理解していること

評価方法
期末試験７０％、平常点（レポート・課題・小テストなど）３
０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

田坂修二,「情報ネットワークの基礎第2版」,2013年11
月,2,625円,数理工学社 , サイエンス社 ,ISBN-9784864810081

◎－－－　参考書　－－－◎

服部武、藤岡雅宣著：「改訂三版　ワイヤレスブロードバ
ンド教科書　高速IPワイヤレス編」､2008年,4,300円,インプ
レスR&D,　ISBN ISBN978-4-8443-2642-7
鈴木博著:「ディジタル通信の基礎」,2012年,2,400円,数理
工学社，サイエンス社　ISBN ISBN978-4-901683-84-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「通信工学 I」での学習事項を基礎に講義するので、同科
目を履修していることを強く推奨する。加えて、「計算機
ネットワーク」を履修していることが望ましい。
ここで学習した理論と、日頃使用している携帯電話などの
通信システムとの関連について考えること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～15回：大橋
1,15回：森

1.情報ネットワーク概観
2.データリンク層プロトコル
3.各種交換方式とコネクション制御
4.ルーティングと輻輳制御
5.IPv4.アドレス構造
6.IPルーティング、IPv6
7.TCP/UDPとQoS保証技術
8.QoS保証技術、DNS、HTTP
9.ネットワークセキュリティ1
10.ネットワークセキュリティ2
11.現在の移動通信ネットワークシステム概要
12.性能評価：待ち行列モデル
13.性能評価：リトル、ポラゼック-ヒンチンの公式ならび
にポワソン過程
14.指数分布ならびにM/G/1待ち行列
15.まとめ

この科目の授業時間数は試験を含めて23.5時間である。
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大橋　正良、森　慎太郎

◎物理物理科:B-2

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も基礎的な理論
と実例について学び、通信システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管
理するうえで基礎となる上記項目を理解することを目標とする。　(B-2)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も基礎的な理論
と実例について学び、通信システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管
理するうえで基礎となる上記項目を理解することを目標とする。　(A-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6020000678-01通信工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞、太田 真衣

◎－－－　概要　－－－◎

　近年ディジタル通信技術が急速に進歩し、ADSLや光ファイ
バ，LTEスマートフォンによるインターネットアクセスが一般
家庭でもごく普通のこととなった。さらにWiMAX、WiFi無線
LAN等のモバイルアクセスシステムが普及し、ブロードバンド
化が進んでいる。本講義ではこれらの身近な通信システムや
ネットワーク機器を活用し、または新たなシステムや装置を設
計・開発・維持管理するうえで基礎となる以下の事項について
学習する。
・情報通信ネットワークアーキテクチャ
・通信プロトコルの基礎事項
・信号波形と周波数スペクトルとの関係
・変調と復調
なお講義では，企業において携帯電話システムや無線通信機器
の設計開発を行った経験を踏まえ，実際の通信システムの具体
例を交えて解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報リテラシーとして基本となる技術の一つである電気通信に
ついて、通信システムやネットワーク機器を設計・開発・維持
管理するうえで基礎となる情報伝送技術を理解し、簡単な伝送
システムの設計ができる。(技能)

物理学の応用としての電気通信について、通信システムやネッ
トワーク機器を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる情
報伝送に関する基礎理論を理解し説明できる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義に際しては事前に教科書を予習し、キーワードだけでも
頭に入れておくこと。理解できない所、難解な所は自分なりに
自由に想像し、何らかのイメージを持っておくこと。予習時に
は前回講義範囲のテキストとノートを読み返し、復習しておく
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の観点により期末試験で評価する。
(1)ネットワークアーキテクチャの基礎的知識を有していること
(2)フーリエ変換によりスペクトルの計算ができること
(3)変調と復調の各種方式を理解していること
(4)メディアアクセス制御プロトコルの基本を理解していること

◎－－－　テキスト　－－－◎

田坂修二著:「情報ネットワークの基礎」［第２版］（数
理工学社）ISBN:978-4-86481-008-1
※このテキストは「情報伝送工学」でも使用するものであ
る

◎－－－　参考書　－－－◎

植松友彦著:「よくわかる通信工学」（オーム社）　ISBN
978-4-274-13041-X

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ここで学習した理論と、日頃使用している携帯電話や地デ
ジなどの通信システムとの関連について考えること。な
お、演習問題等のプリントをFUポータル「授業支援／講
義照会」等により配布するので、定期的にチェックするこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～11，14，15回：太郎丸
12.13回：太田

 1. 情報ネットワークの構成と分類
 2. 通信プロトコルにおける基礎概念
 3. 交換方式とOSIにおける階層化
 4. サービス品質(QoS)と体感品質(QoE)
 5. 信号伝送と同期方式
 6. 基底帯域伝送と変調を用いた伝送
 7. フーリエ変換とスペクトラム
 8. 変調の基礎
 9. 各種ディジタル変調
10. 多重化方式
11. 誤り制御方式
12. MACプロトコルの基礎
13. ランダムアクセス方式と要求割り当て方式
14. 有線LANのMACプロトコル
15. 無線LANのMACプロトコル
この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間であ
る。



2019-6020000678-01通信工学

太郎丸　眞、太田 真衣

◎物理物理科:B-2

1.情報リテラシーとして基本となる技術の一つである電気通信について、通信
システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる情
報伝送技術を理解し、簡単な伝送システムの設計ができる。　(B-2)

2.物理学の応用としての電気通信について、通信システムやネットワーク機器
を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる情報伝送に関する基礎理論を理
解し説明できる。

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1

1.情報リテラシーとして基本となる技術の一つである電気通信について、通信
システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる情
報伝送技術を理解し、簡単な伝送システムの設計ができる。

2.物理学の応用としての電気通信について、通信システムやネットワーク機器
を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる情報伝送に関する基礎理論を理
解し説明できる。　(A-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坪内　寛

◎－－－　概要　－－－◎

　我国は国家戦略として「知的財産立国」を掲げ、「研究活動
や創造活動の成果を知的財産として戦略的に保護・活用し、産
業の国際競争力を強化する」ことを目標としています。この目
標を達成するためには、知的財産に関する知識をもった人材の
育成が急務です。
　この授業では知的財産についての初歩的な知識とその知識を
活用するスキルを身に着けることを目標とします。知的財産の
専門家である弁理士が講師を務め、具体的な実例を交えながら
講義します。知的財産管理技能検定３級の受験用テキストに
沿って授業を進めますので、授業を通して受験準備をすること
も可能です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

知的財産の概要について説明できる。(態度・志向性)

特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。
(知識・理解)

商標制度の概要について説明できる。(態度・志向性)

著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。(態度・志
向性)

意匠制度の概要について説明できる。(態度・志向性)

知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　学生が能動的に参加するアクティブ・ラーニングの形態を取
り入れつつ授業を進めていきます。授業計画をもとにテキスト
を用いて予習し、専門用語の意味等を事前に理解しておいてく
ださい（90分）。
　授業内容に係る小テストを実施しますので、復習しておいて
ください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は実施しません。
　①小テスト６回（・・第３回・第５回・第７回・第９回・第
１０回・第１４回の授業開始時に実施します）と②レポート１
回（・・第１２回の授業で課題を提示します。第１４回の授業
までに提出してください。）で成績を評価します。
　①は知的財産権に関する初歩的な内容を理解できているかを
評価の基準とし、②は知的財産に関する課題に対する自己の考
察が表現されているかを評価の基準とします。
　また、①に７割、②に３割、の重みを付けて総合的に評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

知的財産教育協会編「知的財産管理技能検定3級 公式テキ
スト[改訂9版]」￥3000＋税
ISBN 978-4-909189-01-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション
第２回　特許法の目的と保護対象／特許要件
第３回　特許出願の手続き／特許出願後の手続き
第４回　特許権の管理と活用／特許権の侵害と救済／実用
新案法
第５回　意匠法の保護対象と登録要件／意匠登録を受ける
ための手続き
第６回　意匠権の管理と活用／意匠権の侵害と救済
第７回　商標法の保護対象と登録要件／商標登録を受ける
ための手続き
第８回　商標権の管理と活用／商標権の侵害と救済
第９回　パリ条約／特許協力条約（ＰＣＴ）／その他の条
約
第１０回　著作権法の目的と著作物／著作者
第１１回　著作者人格権／著作（財産）権
第１２回　著作権の制限／著作隣接権／著作権の侵害と救
済
第１３回　不正競争防止法等
第１４回　J-PlatPatを使った調査
第１５回　まとめ
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坪内　寛

◎物理物理科:A-2,C-2,C-3

1.知的財産の概要について説明できる。　(C-2)

2.特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。　(A-2)

3.商標制度の概要について説明できる。　(C-2)

4.著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。　(C-2)

5.意匠制度の概要について説明できる。　(C-2)

6.知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようになる。　(C-3)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1,A-2,C-1

1.知的財産の概要について説明できる。　(C-1)

2.特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。　(A-2)

3.商標制度の概要について説明できる。　(A-1)

4.著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。　(A-1)

5.意匠制度の概要について説明できる。　(A-1)

6.知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようになる。　(C-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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坪内　寛

◎化学化学:A-3

1.知的財産の概要について説明できる。　(A-3)

2.特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。　(A-3)

3.商標制度の概要について説明できる。　(A-3)

4.著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。　(A-3)

5.意匠制度の概要について説明できる。　(A-3)

6.知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようになる。　(A-3)

◎　化学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学現象を原子・分子構造などに基づいて考察できる。　
A-2　実験結果を解釈するための定量的な方法を理解し、説明できる。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、実社会と化学のつながりを理解するための幅広い知識
をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学の基礎知識を、実験や解析に応用することができる。　
B-2　実験から得られた結果を考察し、論理的に発表および議論すること
ができる。　
B-3　英語で化学に関する情報を収集し、活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　科学的思考に基づいて問題の解決に取り組み、実社会に貢献する姿
勢をもっている。
C-2　化学の専門知識と科学の基礎知識を平易な言葉で人に伝えようとす
る姿勢をもっている。　
C-3　集団の中で個人の役割を理解し、自主的かつ協調性を持って行動し
ようとする姿勢をもっている。

◎化学ナノサ:A-1,A-2,C-1

1.知的財産の概要について説明できる。　(A-1)

2.特許制度（実用新案制度を含む）の概要について説明できる。　(A-2)

3.商標制度の概要について説明できる。　(A-1)

4.著作権と営業秘密保護の概要について説明できる。　(A-1)

5.意匠制度の概要について説明できる。　(A-1)

6.知的財産権制度のあるべき姿について日常的に考えるようになる。　(C-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6020000713-01物理と社会「物理科学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

林　壮一、石川　隆稔、石丸　学、江藤　徹二郎、武内　宏文、田中　正太、東藤　貢、中村　博雄、原　一広、松村　晶、丸山　勲、吉竹　顕彰

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の目的は、受講生が広く社会に目を向け、物理学を主
とする理学を大学で学ぶ意義や、物理学と社会とのつながり等
を学び、将来への希望と勉学への目的意識を持てるようになる
ことにある。そのため、社会の多様な分野において実績をあげ
られている方々を講師陣とするオムニバス形式の講義となって
いる。
　自分にはどのような進む道があるのか？　卒業後に社会でど
のような仕事に取り組めるのか？　在学中はどのようなことに
気を使いながら科目の選択をし、日常の学業を進めていったら
良いのか？　大学で学ぶことにどのような意義を見出したらよ
いのか？　など、そのような学生諸君の悩みを解決するための
ヒントを与えること、将来の夢を実現する参考になることを意
図して開設されている。講義は質疑応答も含むので、学生が日
頃疑問に思っていること、聞きたいことなどについて積極的に
講師に質問することができる。

講師名は次の通り（五十音順）：
石川 隆稔（卒業生、株式会社ザイキューブ　福岡開発セン
ター）
石丸 学（九州工業大学 大学院工学府 物質工学専攻　教授）
江藤 徹二郎（久留米工業大学 准教授）
武内 宏文（卒業生、ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社　
九州支店）
田中 正太（卒業生、株式会社みらい福祉 代表取締役）
東藤 貢（九州大学 応用力学研究所 准教授）
中村 博雄（日本アマチュア無線連盟　福岡県支部役員）
林　壮一（福岡大学 理学部 准教授）
原 一広（九州大学大学院 工学研究院　教授）
松村 晶（九州大学大学院 工学研究院　教授）
丸山 勲（福岡工業大学 情報工学部 准教授）
吉竹 顕彰（日本気象協会　調査役　気象予報士）

◎－－－　到達目標　－－－◎

物理学をはじめとする自然科学（理学）およびその社会とのつ
ながりに関する知識をもっている。(知識・理解)

物理学をはじめとする自然科学（理学）を大学で学ぶ意義や、
物理学と社会とのつながり等を自ら考え、将来の希望や勉学へ
の目的意識をもって学習に取り組めるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画をもとに、事前に、各テーマに関連する事項を調査
し、講義タイトルに関連する項目を調べ、考えておく（90
分）。また、事後には、レポートの課題を中心に、新しく分
かったことをまとめ、自ら考察すること（90分以上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：各講師から出される課題に関して、どの程度調べ、
自ら考察し、理解することができたかを評価基準とする。

評価方法：各講師からの課題・レポートで評価する。各講師が
それぞれの課題について内容を10点満点で採点し、その合計点
を100点満点に換算した点数を基本とし、受講態度を加味して
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　レポートの課題は各講師が講義時に出題する。課題ごと
にＡ４レポート用紙１枚程度にまとめ、次週の講義時に提
出する。
　また出席調査をサイン他の方法により行う（調査時にお
ける不正行為は厳しく処断されるので絶対に行わないこ
と）。
　定期試験を実施しないため、再試験を受験することはで
きません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 本学応用物理学科出身者の企業活動からⅠ
　　（田中正太）
　※オムニバス講義全体に関する事前説明
　　５分程度含む（林 壮一）
2. 電子顕微鏡でみる材料のミクロな世界
　　（松村　晶）
3. 物質の物理分析とその応用
　　（松村　晶）
4. 再生医療のための物理工学
　　（東藤 貢）
5. 骨の力学シミュレーション
　　（東藤 貢）
6.-7. 大気物理学と社会
　　　　～天気予報の現場から～
　　　（吉竹顕彰）
8. 本学応用物理学科出身者の企業活動からⅡ
　　（武内宏文）
9. 本学応用物理学科出身者の企業活動からⅢ　　　（石川
隆稔）
10. 無線の歴史とアマチュア無線　
　　（中村博雄）
11. イメージセンサーデバイスにおける物理
　　（江藤徹二郎）
12. 材料の原子配列と欠陥
　　（石丸 学）
13. 物理と計算機の進歩
　　（丸山 勲）
14. 限りある資源と環境問題の関わりについて
　　（原 一広）
15 大学で学ぶ自然科学・物理学を社会で活かす
　　（林　壮一）
※注意：順番が変更される場合があります。



2019-6020000713-01物理と社会「物理科学ｺｰｽ」

林　壮一、石川　隆稔、石丸　学、江藤　徹二郎、武内　宏文、田中　正太、東藤　貢、中村　博雄、原　一広、松村　晶、丸山　勲、吉竹　顕彰

◎物理物理科:A-2,C-1

1.物理学をはじめとする自然科学（理学）およびその社会とのつながりに関す
る知識をもっている。　(A-2)

2.物理学をはじめとする自然科学（理学）を大学で学ぶ意義や、物理学と社会
とのつながり等を自ら考え、将来の希望や勉学への目的意識をもって学習に取
り組めるようになる。　(C-1)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6020000902-01理科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

林　壮一

◎－－－　概要　－－－◎

中学校や高等学校の理科（物理）教師として，理科（物理）教
育や学習指導に必要な基礎的な知識や技能を習得するために，
中学校や高等学校の理科（物理）教育の現状と課題，理科（物
理）教育の変遷，学習指導要領（理科）の趣旨・要点，各科目
の目標や内容について理解を深め，授業の学習指導，観察・実
験・探究活動，学習評価，教材研究・教材開発，授業デザイン
等を学習する。
理科（物理）教育の基礎理論や授業の理論を学ぶとともに，学
習指導案を作成し，模擬授業・振り返りを通して授業分析・受
講者間での相互評価を行い，理科（物理）における教材研究・
授業設計・授業展開などの基礎的な授業技術力や理科指導力を
身に付ける。
なお，担当教員は，これまで中学校や高等学校の理科（物理）
教員として，生徒の指導にあたってきた。この授業では，理科
教育と進路指導や生活指導との関係など，より具体的な学校現
場についても考えていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理科教育や理科学習指導の目標や学習内容を理解し，授業場面
を想定した授業設計についての知識を身につける。(知識・理
解)

科学を通したコミュニケーションやプレゼンテーション技術を
用いて，理科授業をデザインし，適切な学習指導案を作成する
ことができる。(技能)

物理学をはじめ，様々な学問を通して，自ら授業を改善するた
めの工夫に取り組むことができる。(態度・志向性)

これまでに学んだ知識を活用して，科学（物理）教育の分野に
貢献しようとする姿勢をもつことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

学習指導案の作成や授業の準備，教科書や学習指導要領を熟読
するなど，授業時間外に行う課題がある。また，模擬授業前に
は，教科書をしっかり読み，授業案，板書案，ノート案等を作
成し，黒板で授業ができるように準備が必要である。（予
習：90分）
これまでの中学校，高等学校での学習内容で不十分な点や不安
な部分について，時間をかけて復習をしておくこと。（復
習：90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（５割）
理科の学習内容や理科教育に関する基本的な理解と適切な授業
案・指導案の作成を評価の基準とする。

授業への取り組み（５割）
学習指導案，模擬授業，授業評価表，発表（取り組みや内
容），教科教育に対する意欲などを総合して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学校学習指導要領解説 理科編（平成20年９月　文部
科学省/平成29年3月　文部科学省）
・高等学校学習指導要領解説 理科編（平成21年12月　文
部科学省）
・文部科学省検定　中学校理科／高等学校物理基礎／高等
学校物理　教科書
・新指導要領対応 新訂 授業に活かす！理科教育法ー中
学・高等学校編ー，左巻健男，吉田安規良／編著，東京書
籍
・必要に応じて，プリントや資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中学校，高等学校で使用した教科書（中学校理科，物理基
礎，物理）を用意すること。手元にない場合は，親戚や友
人から譲り受けるか，書店で購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：理科（物理）教育の目的
第２回：理科（物理）教育の現状（学力調査・国際比較）
第３回：理科（物理）学習の系統性
第４回：学習指導要領（理科）と理科（物理）教科書
第５回：理科（物理）の学習指導案の作成（基礎編）
第６回：理科（物理）の学習指導案の作成（実践編）
第７回：物理実験における演示実験と生徒実験
第８回：理科（物理）の授業デザイン
第９回：模擬授業の実施と協議・評価（授業技術、授業分
析、授業評価を含む）
第１０回：模擬授業の実施と協議・評価（授業技術、授業
分析、授業評価を含む）
第１１回：模擬授業の実施と協議・評価（授業技術、授業
分析、授業評価を含む）
第１２回：模擬授業の実施と協議・評価（授業技術、授業
分析、授業評価を含む）
第１３回：模擬授業の実施と協議・評価（授業技術、授業
分析、授業評価を含む）
第１４回：模擬授業の実施と協議・評価（授業技術、授業
分析、授業評価を含む）
第１５回：理科指導の課題と理科授業の工夫改善、全体の
まとめ



2019-6020000902-01理科教育法Ⅱ

林　壮一

◎物理物理科:A-2,B-3,C-1,C-3

1.理科教育や理科学習指導の目標や学習内容を理解し，授業場面を想定した授
業設計についての知識を身につける。　(A-2)

2.科学を通したコミュニケーションやプレゼンテーション技術を用いて，理科
授業をデザインし，適切な学習指導案を作成することができる。　(B-3)

3.物理学をはじめ，様々な学問を通して，自ら授業を改善するための工夫に取
り組むことができる。　(C-1)

4.これまでに学んだ知識を活用して，科学（物理）教育の分野に貢献しようと
する姿勢をもつことができる。　(C-3)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1,A-2,C-2

1.理科教育や理科学習指導の目標や学習内容を理解し，授業場面を想定した授
業設計についての知識を身につける。　(A-1)

2.科学を通したコミュニケーションやプレゼンテーション技術を用いて，理科
授業をデザインし，適切な学習指導案を作成することができる。　(A-2)

3.物理学をはじめ，様々な学問を通して，自ら授業を改善するための工夫に取
り組むことができる。　(C-2)

4.これまでに学んだ知識を活用して，科学（物理）教育の分野に貢献しようと
する姿勢をもつことができる。　(C-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6020000724-01理学と社会「ﾅﾉｻｲｴﾝｽｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

林　壮一、石川　隆稔、石丸　学、江藤　徹二郎、武内　宏文、田中　正太、東藤　貢、中村　博雄、原　一広、松村　晶、丸山　勲、吉竹　顕彰

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の目的は、受講生が広く社会に目を向け、物理学を主
とする理学を大学で学ぶ意義や、物理学と社会とのつながり等
を学び、将来への希望と勉学への目的意識を持てるようになる
ことにある。そのため、社会の多様な分野において実績をあげ
られている方々を講師陣とするオムニバス形式の講義となって
いる。
　自分にはどのような進む道があるのか？　卒業後に社会でど
のような仕事に取り組めるのか？　在学中はどのようなことに
気を使いながら科目の選択をし、日常の学業を進めていったら
良いのか？　大学で学ぶことにどのような意義を見出したらよ
いのか？　など、そのような学生諸君の悩みを解決するための
ヒントを与えること、将来の夢を実現する参考になることを意
図して開設されている。講義は質疑応答も含むので、学生が日
頃疑問に思っていること、聞きたいことなどについて積極的に
講師に質問することができる。

講師名は次の通り（五十音順）：
石川 隆稔（卒業生、株式会社ザイキューブ　福岡開発セン
ター）
石丸 学（九州工業大学 大学院工学府 物質工学専攻　教授）
江藤 徹二郎（久留米工業大学 准教授）
武内 宏文（卒業生、ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社　
九州支店）
田中 正太（卒業生、株式会社みらい福祉 代表取締役）
東藤 貢（九州大学 応用力学研究所 准教授）
中村 博雄（日本アマチュア無線連盟　福岡県支部役員）
林　壮一（福岡大学 理学部 准教授）
原 一広（九州大学大学院 工学研究院　教授）
松村 晶（九州大学大学院 工学研究院　教授）
丸山 勲（福岡工業大学 情報工学部 准教授）
吉竹 顕彰（日本気象協会　調査役　気象予報士）

◎－－－　到達目標　－－－◎

物理学をはじめとする自然科学（理学）およびその社会とのつ
ながりに関する知識をもっている。(知識・理解)

物理学をはじめとする自然科学（理学）を大学で学ぶ意義や、
物理学と社会とのつながり等を自ら考え、将来の希望や勉学へ
の目的意識をもって学習に取り組めるようになる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画をもとに、事前に、各テーマに関連する事項を調査
し、講義タイトルに関連する項目を調べ、考えておく（90
分）。また、事後には、レポートの課題を中心に、新しく分
かったことをまとめ、自ら考察すること（90分以上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：各講師から出される課題に関して、どの程度調べ、
自ら考察し、理解することができたかを評価基準とする。

評価方法：各講師からの課題・レポートで評価する。各講師が
それぞれの課題について内容を10点満点で採点し、その合計点
を100点満点に換算した点数を基本とし、受講態度を加味して
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　レポートの課題は各講師が講義時に出題する。課題ごと
にＡ４レポート用紙１枚程度にまとめ、次週の講義時に提
出する。
　また出席調査をサイン他の方法により行う（調査時にお
ける不正行為は厳しく処断されるので絶対に行わないこ
と）。
　定期試験を実施しないため、再試験を受験することはで
きません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 本学応用物理学科出身者の企業活動からⅠ
　　（田中正太）
　※オムニバス講義全体に関する事前説明
　　５分程度含む（林 壮一）
2. 電子顕微鏡でみる材料のミクロな世界
　　（松村　晶）
3. 物質の物理分析とその応用
　　（松村　晶）
4. 再生医療のための物理工学
　　（東藤 貢）
5. 骨の力学シミュレーション
　　（東藤 貢）
6.-7. 大気物理学と社会
　　　　～天気予報の現場から～
　　　（吉竹顕彰）
8. 本学応用物理学科出身者の企業活動からⅡ
　　（武内宏文）
9. 本学応用物理学科出身者の企業活動からⅢ　　　（石川
隆稔）
10. 無線の歴史とアマチュア無線　
　　（中村博雄）
11. イメージセンサーデバイスにおける物理
　　（江藤徹二郎）
12. 材料の原子配列と欠陥
　　（石丸 学）
13. 物理と計算機の進歩
　　（丸山 勲）
14. 限りある資源と環境問題の関わりについて
　　（原 一広）
15 大学で学ぶ自然科学・物理学を社会で活かす
　　（林　壮一）
※注意：順番が変更される場合があります。
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林　壮一、石川　隆稔、石丸　学、江藤　徹二郎、武内　宏文、田中　正太、東藤　貢、中村　博雄、原　一広、松村　晶、丸山　勲、吉竹　顕彰

◎物理ナノサ:A-1

1.物理学をはじめとする自然科学（理学）およびその社会とのつながりに関す
る知識をもっている。　(A-1)

2.物理学をはじめとする自然科学（理学）を大学で学ぶ意義や、物理学と社会
とのつながり等を自ら考え、将来の希望や勉学への目的意識をもって学習に取
り組めるようになる。　(A-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。

◎化学ナノサ:A-1,C-1

1.物理学をはじめとする自然科学（理学）およびその社会とのつながりに関す
る知識をもっている。　(A-1)

2.物理学をはじめとする自然科学（理学）を大学で学ぶ意義や、物理学と社会
とのつながり等を自ら考え、将来の希望や勉学への目的意識をもって学習に取
り組めるようになる。　(C-1)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

栗崎　敏、岩永　達人

◎－－－　概要　－－－◎

　人類の社会活動によって、本来、地球が有している物質循環
作用と自然の浄化作用の限界を超える化学物質が排出されてい
る。そのため自然環境にかかる負荷が急増し、地球は危機的状
況に向かっているといわれている。従って人類は自然環境問題
に真剣に取り組まなければならない転換期をむかえている。
　環境中に排出された化学物質は、通常、低濃度であるため、
その定量には高い感度と選択性を備えた分析法の適用が必要で
ある。
　本講義では序論で人類の活動と環境汚染について理解し、次
に環境化学分析に利用されるいくつかの機器分析法を学ぶ。ま
た、後半は企業で環境アセスメントに従事している教員によ
り、従事してきた実務経験を活かし、実際に携わった事例等を
講義し、将来、環境化学分析に携わる上で取得する必要のある
環境計量士や公害防止管理者の国家資格の知識を習得すること
を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境化学分析に利用される重要な機器分析法の原理と特徴につ
いて自分の言葉で説明できる。(知識・理解)

実際に環境化学分析を行う上で必要な事例を理解し説明でき
る。(知識・理解)

環境化学分析に携わる上で取得する必要のある環境計量士や公
害防止管理者の国家資格に必要な実務レベルの基礎的知識を有
している。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前に教科書を読んで予習し、専門用語の意味等を理解して
おくこと。（90分）また、授業終了時に章末問題等の課題を出
すのでレポートを作成し次の講義開始時間までに提出するこ
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　環境化学分析で用いられる機器分析法と環境分析を行う上で
必要な事例に関して基本的な事柄を自分の言葉で説明できるか
を評価の基準とする。
評価は定期試験と授業終了時に出した課題の提出状況によりお
こないます。
定期試験の成績を9割、授業の最後に出した課題（6回）の評価
を1割として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

庄野利之・脇田久伸共編著「入門機器分析化学」三共出
版、[ISBN 978-4-7827-0738-8]

◎－－－　参考書　－－－◎

泉　美治他編「機器分析のてびき」化学同人
田中誠之・飯田芳男「機器分析」裳華房
日本分析化学会九州支部編「機器分析入門」南江堂
庄野利之・脇田久伸共編著「入門機器分析化学演習」三共
出版

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業では、演習問題も解くので関数付電卓を持参するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　序論……環境分析化学の概要について(栗崎)
2　原子吸光分析、フレーム分析および発光分光分析……
原子吸光分析法、フレーム分析法、発光分光分析法の原理
と実際について（その1）(栗崎)
3　原子吸光分析、フレーム分析および発光分光分析（そ
の2）(栗崎)
4　クロマトグラフィー……ガスクロマトグラフィー、高
速液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、
ペーパークロマトグラフィーの原理と実際について（その
1）(栗崎)
5　クロマトグラフィー（その2）(栗崎)
6　電気分析法……電位差分析法、サイクリックボルタン
メトリー、電解分析法、電量分析法、電導度分析法の原理
と実際について（その1）(栗崎)
7　電気分析法（その２）(栗崎)
8　1から7までのまとめ (栗崎)
9　環境六法……これらの法律が日常生活とどの ようにか
かわっているのか、法令の基準値と化学分析を組み合わせ
て考えていく (岩永)
10　環境分析に関わる安全衛生……有害元素の除去技術の
実例を取り上げ、処理および除去技術を示しながら課題の
抽出・解決方法を説明する(岩永)
11　サンプリング……得られた結果が、すべてを代表する
ことの意義を説明しサンプリングの重要性を理解する　
(岩永)
12　化学分析……得られた結果の有効桁数、定量 下限、
誤差の依存度について (岩永)
13 信頼性確保……得られた結果の信頼性を確保する技術
（外部機関が行うクロスチェック参加等）を学習する(岩
永)
14　計量法、ISO9001、ISO14000とISO17025……計量法、
ISO9001、ISO14000とISO17025の理解　(岩永)
15　計量従事者の規範……データ偽装問題を引き起こさな
いようにするためには、法の遵守や企業と個人の社会的責
任が重要であることを理解する (岩永)
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栗崎　敏、岩永　達人

◎化学化学:A-1,A-2,B-2

1.環境化学分析に利用される重要な機器分析法の原理と特徴について自分の言
葉で説明できる。　(A-2)

2.実際に環境化学分析を行う上で必要な事例を理解し説明できる。　(A-1)

3.環境化学分析に携わる上で取得する必要のある環境計量士や公害防止管理者
の国家資格に必要な実務レベルの基礎的知識を有している。 　(B-2)

◎　化学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学現象を原子・分子構造などに基づいて考察できる。　
A-2　実験結果を解釈するための定量的な方法を理解し、説明できる。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、実社会と化学のつながりを理解するための幅広い知識
をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学の基礎知識を、実験や解析に応用することができる。　
B-2　実験から得られた結果を考察し、論理的に発表および議論すること
ができる。　
B-3　英語で化学に関する情報を収集し、活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　科学的思考に基づいて問題の解決に取り組み、実社会に貢献する姿
勢をもっている。
C-2　化学の専門知識と科学の基礎知識を平易な言葉で人に伝えようとす
る姿勢をもっている。　
C-3　集団の中で個人の役割を理解し、自主的かつ協調性を持って行動し
ようとする姿勢をもっている。

◎化学ナノサ:A-2

1.環境化学分析に利用される重要な機器分析法の原理と特徴について自分の言
葉で説明できる。　(A-2)

2.実際に環境化学分析を行う上で必要な事例を理解し説明できる。　(A-2)

3.環境化学分析に携わる上で取得する必要のある環境計量士や公害防止管理者
の国家資格に必要な実務レベルの基礎的知識を有している。 　(A-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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栗崎　敏、岩永　達人

◎物理ナノサ:A-2

1.環境化学分析に利用される重要な機器分析法の原理と特徴について自分の言
葉で説明できる。　(A-2)

2.実際に環境化学分析を行う上で必要な事例を理解し説明できる。　(A-2)

3.環境化学分析に携わる上で取得する必要のある環境計量士や公害防止管理者
の国家資格に必要な実務レベルの基礎的知識を有している。 　(A-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6030000681-01ナノ科学応用実習「ﾅﾉｻｲｴﾝｽｺｰｽ」

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

大熊　健太郎、永田　潔文

◎－－－　概要　－－－◎

本講義科目はインターンシップを利用して単位を認定する科目
である。インターンシップは学生が企業などの協力を得て、一
定期間の実習・研修などの就業体験をする制度である。自分の
専門分野を活かし、将来自分の目指す仕事を視野に入れて就業
体験を行うことにより自分の適性を知り、将来像を明確にする
ことを第一の目的とする。大学で学ぶことと実社会で働くこと
がどのように異なり、かつ似ているかを知り、学習意欲を高め
卒業までの期間をより有意義に過ごすことを第二の目的とす
る。

特徴
　この科目は通常の科目とは、科目登録、受講の順序が異なる
ことに注意してほしい。学生を受け入れる企業に制限があるた
め、科目登録をしてもインターンシップに参加できるとは限ら
ない。従って2年次から3年次へ進級する春季あるいは3年次夏
季休暇中にインターンシップに参加したのちに、報告書を作成
し当該年次もしくは次年度以降にあらためて科目登録を行う。

インターンシップの対象
　担当教員がナノ科学応用実習にふさわしい研修内容のイン
ターンシップであると認めたものは評価の対象となる。本学で
は、就職・進路支援センターにて受け入れ企業を紹介してい
る。その他、福岡県推進協議会が主催するもの、学科が独自に
行っているものがある。また、自分でインターンシップの募集
に応募して参加したものでも構わない。いずれの場合にもイン
ターンシップに応募あるいは決定後に必ず担当教員まで相談に
来ること。

終了後
　研修日誌、研修先による評価、所定の事前計画書、所定の事
後報告書からなるレポートを提出すること

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会で仕事をするうえで必要な教養や能力を知ることができ
る。(知識・理解)

将来像を明確にすることで、社会で必要とされる専門的能力を
計画的に身につけようとする意欲が出る。(態度・志向性)

社会における自分の適性を知り、広い面から、専門の科目や共
通教育科目を学び、正課外活動をも行おうとする意欲が出る。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　新聞や雑誌、様々な書籍を読み、最新の動向を取り入れるこ
とにより社会や企業に対する関心を深める。
　社会人としてのマナーを学んでおく。
　研修日誌を書き、研修先より課された課題を実行する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研修日誌、研修先による評価、事後報告書などからなるレ
ポートにより評価する。
　到達目標に向かって、どのような努力をしてどの程度達成さ
れたか、今後の学生生活にどのように役立てるかを読み取れる
レポートを作成すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修希望者は、大学の就職・進路支援センター主催のイ
ンターンシップ募集説明会と事前事後研修会に出席するこ
と。これらに参加することは単位取得の条件であるので、
参加していない学生は単位取得を認めないこともあるので
注意すること。従って自分でインターンシップを探す学生
についても上記の会へ参加を義務付けるものである。
　「学生教育研究災害保険」ならびに「インターンシッ
プ・教育資格活動等　賠償責任保険」に加入すること。ま
た移動に際しては公共交通機関を利用すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　就職・進路支援センターが行うインターンシップ計画に
従う。およそ下記のスケジュールで春と夏に実施する。
春季
10月　ナノコースが行う説明会
11月　インターンシップ募集説明会
12月　学生と企業とのマッチング。オリエンテーション。
事前学習
1月　　春季インターンシップ事前説明会
2月　　春季インターンシップ実施
3月　　春季インターンシップ事後研修会

夏季
4月　ナノコースが行う説明会
5月　インターンシップ募集説明会
6月　学生と企業とのマッチング。オリエンテーション。
事前学習
8月　　夏季インターンシップ事前説明会
8月　　夏季インターンシップ実施
9月　　夏季インターンシップ事後研修会



2019-6030000681-01ナノ科学応用実習「ﾅﾉｻｲｴﾝｽｺｰｽ」

大熊　健太郎、永田　潔文

◎化学ナノサ:A-1,C-1,C-3

1.社会で仕事をするうえで必要な教養や能力を知ることができる。　(A-1)

2.将来像を明確にすることで、社会で必要とされる専門的能力を計画的に身に
つけようとする意欲が出る。　(C-1)

3.社会における自分の適性を知り、広い面から、専門の科目や共通教育科目を
学び、正課外活動をも行おうとする意欲が出る。　(C-3)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1,C-1,C-3

1.社会で仕事をするうえで必要な教養や能力を知ることができる。　(A-1)

2.将来像を明確にすることで、社会で必要とされる専門的能力を計画的に身に
つけようとする意欲が出る。　(C-1)

3.社会における自分の適性を知り、広い面から、専門の科目や共通教育科目を
学び、正課外活動をも行おうとする意欲が出る。　(C-3)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。



2019-6030000901-01理科教育法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　現行学習指導要領における学習指導は、基礎的・基本的な知識や技能の習得、
課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの育成、学習意欲の向
上を目指している。理科では、学習指導要領改訂により学習内容の増加と授業時
間数の大幅増加や、小・中・高等学校を通じた「エネルギー｣、｢粒子｣、｢生
命｣、｢地球」など理科の内容の一貫性・構造化が図られており、科学の基本的な
見方・考え方や科学的な概念の理解など基礎的・基本的な知識・技能の確実な定
着や科学的な思考力・表現力の育成のための探究的な学習活動の充実が求められ
ている。新学習指導要領理科は、理科で身に付けたい資質・能力を育成する観点
から、自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもっ
て、観察、実験を行うことなどをとおして、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力（「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」）の育成を目指している。
　理科教育では、知的好奇心や探究心をもって、自然に親しみ、目的意識をもっ
て観察・実験などを行うことにより、科学的に調べる能力や態度を育てるととも
に、科学的な見方や考え方（自然観）を養う。中等理科の授業では、観察・実
験、探究活動などをとおして、理科・各科目の概念や原理・法則を理解するとと
もに、探究の過程や科学の方法を習得し、科学的態度や自然観を育成することが
求められる。
　本講義では、中等理科教育の現状と課題、理科教育課程の変遷及び中学校・高
等学校学習指導要領理科・各科目の目標や内容等について理解を深め、中等理科
授業のための指導内容、教授学習法、評価法を学習し、理科学習指導に必要な基
礎的な知識や技能を習得する。理科教育の基礎理論や理科授業の理論をもとに、
授業デザイン・教材研究等により学習指導案を作成し、模擬授業・協議を実施し
て授業分析・授業相互評価を行い、教材研究力・授業デザイン力・授業展開力の
向上を図る。
　高等学校理科教師や教育センターでの勤務経験を活かし、理科教師としての理
科教育の理論や理科授業の理論と授業実践・指導方法等について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中等理科教育の現状と課題を理解できる。(態度・志向性)

理科教育課程の変遷を理解できる。(態度・志向性)

高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。(態度・志向性)

高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
(態度・志向性)

理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得することがで
きる。(態度・志向性)

理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。(態度・志向性)

理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることができ
る。(態度・志向性)

学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を習得
することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・学習指導要領理科解説を事前に読み、分からないことを調べてお　くこと。
（90分)
・学習指導要領理科解説の内容が理解できるように努めること。
・理科教育や理科授業の理論は、必ず講義内容を復習しておくこ　　と。（60
分)
・学習指導案は、単元全体の学習内容について授業デザイン・教材　研究を十分
に行って作成すること。
・模擬授業では、学習指導案に基づいて、授業構成・授業展開、板　書計画、教
材・教具、ワークシート、配付資料、評価などを準備　し、事前にリハーサルを
しておくこと。 (90分)
・模擬授業では、事前に学習指導案を十分に理解して臨むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科教育や理科指導に関する基本事項を理解できる。模擬授
業では、学習指導案、模擬授業の実際、授業相互評価表が評価される。課題レ
ポートは、講義内容や理科教育に関係する資料等を調査研究し、根拠をもった内
容になっているかを評価の基準とする。
・定期試験（５割程度）、学習指導案、模擬授業、授業相互評価　　表、課題レ
ポート、授業への取組（発表、協議、意欲・態度）（５割程度）により総合的に
評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、中学校学習指導要領解説－理科編－、大日本図
書、平成20年、113円、ISBN978-4-477-01979-6
文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
中学校理科、高等学校理科の教科書（在学中に使用したもの
でよい）
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領解説－理科編－（学校図書、平成29年）
　ISBN 978-4-7625-0613-0
評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料－
高等学校理科－（教育出版）　ISBN 978-4-316-30065-8C30
授業に活かす！理科教育法（左巻健男・内村浩編、東京書
籍）　ISBN 978-4487-80335-4
高等学校学習指導要領理科編（文部科学省、平成30年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。図書館に多くの
参考書がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来、中等理科教師を目指している者を対象としている。
日頃から教育の動向や理科教育に関心をもつように心がけて
ほしい。理科教育の本質や理科学習指導法を理解し、授業を
行う上での基礎的な知識や技能を身に付ける必要がある。
　全員が学習指導案を作成し、班ごとに模擬授業・協議を行
う。協議では、模擬授業をよく観察・記録し授業の工夫改善
の視点で積極的に質問や意見を述べる。
　中等理科教師として、中学校理科、高等学校物理、化学、
生物、地学の内容を観察・実験を含めて理解する必要があ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中等理科教育の現状と課題
　　中学校学習指導要領理科の目標と内容
２　理科教育課程の変遷 　　　
３　高等学校現行・新学習指導要領理科改　訂の趣旨と要点
　　
４　科学と人間生活、物理基礎・物理、化　学基礎・化学の
目標と内容
５　生物基礎・生物、地学基礎・地学の目　標と内容
　　観察・実験、探究活動、課題研究
６　学習指導案作成の要点と授業デザイン
　  理科授業の指導技術
７　理科の学習指導
　　理科教育とアクティブ・ラーニング　
８　教育評価と理科の学習評価　
９　理科の教材研究・教材開発　
　 理科教育とＩＣＴの活用
10 模擬授業（物理領域）と協議・評価
11 模擬授業（化学領域）と協議・評価
12 模擬授業（生物領域）と協議・評価
13 模擬授業（地学領域、科学と人間生
  活）と協議・評価
14 模擬授業（探究活動、環境教育）と協　議・評価　
15　理科授業の工夫改善と指導技術の向上　　全体のまとめ
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◎化学化学:C-1,C-2

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(C-1)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(C-1)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(C-1)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(C-1)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-2)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(C-2)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(C-2)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(C-2)

◎　化学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学現象を原子・分子構造などに基づいて考察できる。　
A-2　実験結果を解釈するための定量的な方法を理解し、説明できる。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、実社会と化学のつながりを理解するための幅広い知識
をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学の基礎知識を、実験や解析に応用することができる。　
B-2　実験から得られた結果を考察し、論理的に発表および議論すること
ができる。　
B-3　英語で化学に関する情報を収集し、活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　科学的思考に基づいて問題の解決に取り組み、実社会に貢献する姿
勢をもっている。
C-2　化学の専門知識と科学の基礎知識を平易な言葉で人に伝えようとす
る姿勢をもっている。　
C-3　集団の中で個人の役割を理解し、自主的かつ協調性を持って行動し
ようとする姿勢をもっている。

◎化学ナノサ:A-1,A-2,C-2

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-1)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(A-1)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(A-1)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(A-2)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-2)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(A-1)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(C-2)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(C-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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◎物理物理科:A-2,B-3,C-1,C-3

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-2)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(A-2)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(A-2)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(C-3)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-1)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(C-3)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(B-3)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(B-3)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1,A-2,C-2

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-1)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(A-1)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(A-1)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(A-2)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-2)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(A-1)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(C-2)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(C-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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◎地球:A-3,B-1,B-3

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-3)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(B-3)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(B-3)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(B-1)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(A-3)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(B-1)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(B-3)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(B-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。
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香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　自然科学や科学技術が高度に発展した現代社会において、国民が正しい知
識に基づいて科学技術を理解し、正当な判断をすることが求められている。
現行学習指導要領は、今日の「知識基盤社会」において科学技術系の人材育
成と、国民の科学に関する基礎的素養の向上を目指している。理科では、学
習内容の増加と授業時間数の大幅増加や、小・中・高等学校を通じた理科の
内容の一貫性・構造化が図られており、科学的な概念の理解など基礎的・基
本的な知識・技能の確実な定着や科学的な思考力・表現力の育成のための探
究的な活動の一層の充実が求められている。新学習指導要領理科は、自然の
事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって、観
察、実験を行うことなどをとおして、自然の事物・現象を科学的に探究する
ために必要な資質・能力（「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」）の育成を目指している。
　中等理科の授業は、観察・実験、探究活動、課題研究などをとおして、理
科・各科目の概念や原理・法則を理解するとともに、探究の過程や科学の方
法を習得し、科学的態度や自然観を育成することが求められる。
　本講義では、化学基礎・化学の目標や学習内容、理科・化学の授業研究、
学習評価、理科経営、学習指導計画、安全教育・安全管理・防災教育、化学
実験計画・化学実験及び教授学習法・指導技術等を学習する。授業デザイ
ン・教材研究等により学習指導案を作成し、模擬授業を実施し、授業技術、
授業分析、授業評価等について協議を行う。担当教員による指導助言をとお
して、授業デザイン・教材研究・授業展開の授業力向上とともに理科学習指
導や理科経営に必要な能力や実践力の基礎を身に付ける。
　高等学校理科教師や教育センターでの勤務経験を活かし、理科教師として
の理科・化学教育の理論や理科・化学授業の理論と授業実践・指導方法等に
ついて講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。(態度・志向性)

理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。(態度・志向性)

高等学校学習指導要領化学基礎・化学の目標と内容を説明できる。(態度・志
向性)

化学実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。(態度・志向性)

化学教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を説明できる。
(態度・志向性)

授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。(態度・志
向性)

模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・理科・化学教育や理科授業の理論は、必ず講義内容を復習しておくこと。
（60分)
・学習指導要領理科解説の内容が理解できるように努めること。
・学習指導案は、単元全体の学習内容について授業デザイン・教材　研究を
十分に行って作成すること。
・模擬授業後は修正して学習指導案を再提出すること。
・模擬授業では、学習指導案に基づいて、授業構成・授業展開、板　書計
画、教材・教具、ワークシート、配付資料、評価などを準備　し、事前にリ
ハーサルをしておくこと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科・化学教育や理科・化学指導に関する基本事項を理
解できる。模擬授業では、学習指導案、模擬授業の実際、授業相互評価表が
評価される。課題レポートは、講義内容や理科・化学教育に関係する資料等
を調査研究し、根拠をもった内容になっているかを評価の基準とする。
・定期試験（５０％程度）、模擬授業・学習指導案・授業相互評価表（３
０％程度）、課題レポート及び授業への取組（発表、協議、意欲・態度）
（２０％程度）により総合的に評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
高等学校化学の教科書（在学中に使用したものでよい）
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料
－高等学校理科－（教育出版）　ISBN
978-4-316-30065-8C30
新しい学びを拓く理科授業の理論と実践（大髙泉編、ミネ
ルヴァ書房）　ISBN 978-4-623-06162-4
高等学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、平成30
年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。図書館に多く
の参考書がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来、中等理科教師を目指している者を対象としてい
る。日頃から教育の動向や理科教育に関心をもつように心
がけてほしい。理科教育の本質や理科学習指導法を理解
し、授業を行う上での基礎的な知識や技能を身に付ける必
要がある。
　模擬授業協議では、模擬授業をよく観察・記録し授業の
工夫改善の視点で積極的に質問や意見を述べる。
　中等理科教師として、中学校理科、高等学校物理、化
学、生物、地学の内容を観察・実験を含めて理解しておく
必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 高等学校学習指導要領化学基礎・化学
　 高等学校教育課程実施状況調査化学
２　化学教育の内容
　　小・中・高等学校理科学習の系統性
３　理科・化学の授業研究
４　学習指導案作成と授業デザイン
   高校化学の観点別評価規準・評価方法
５　理科経営と化学の指導計画
　　化学実験の指導計画と実際
６　化学実験の教材研究
７　化学実験における演示実験・生徒実験
８　理科授業の指導技術と授業分析・授業　　評価
９　理科・化学における安全教育・安全管　理・防災教育
10　模擬授業（化学と人間生活、物質の構　成）の実施と
協議・評価
11　模擬授業（物質の変化）と協議・評価
12　模擬授業（物質の状態）と協議・評価
13  模擬授業（無機物質）と協議・評価
14　模擬授業（有機化合物、高分子化合　　物）と協議・
評価
15 理科授業の工夫改善　理科指導の課題
 と展望　全体のまとめ
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香月　義弘

◎化学化学:C-1,C-2

1.理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。　(C-2)

2.理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。　(C-1)

3.高等学校学習指導要領化学基礎・化学の目標と内容を説明できる。　(C-1)

4.化学実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。　(C-2)

5.化学教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を説明できる。
　(C-2)

6.授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。　(C-2)

7.模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。　(C-2)

◎　化学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学現象を原子・分子構造などに基づいて考察できる。　
A-2　実験結果を解釈するための定量的な方法を理解し、説明できる。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、実社会と化学のつながりを理解するための幅広い知識
をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学の基礎知識を、実験や解析に応用することができる。　
B-2　実験から得られた結果を考察し、論理的に発表および議論すること
ができる。　
B-3　英語で化学に関する情報を収集し、活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　科学的思考に基づいて問題の解決に取り組み、実社会に貢献する姿
勢をもっている。
C-2　化学の専門知識と科学の基礎知識を平易な言葉で人に伝えようとす
る姿勢をもっている。　
C-3　集団の中で個人の役割を理解し、自主的かつ協調性を持って行動し
ようとする姿勢をもっている。

◎化学ナノサ:A-1,A-2,C-2

1.理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。　(C-2)

2.理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。　(A-1)

3.高等学校学習指導要領化学基礎・化学の目標と内容を説明できる。　(A-1)

4.化学実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。　(A-2)

5.化学教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を説明できる。
　(A-2)

6.授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。　(C-2)

7.模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。　(C-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉山　哲男、糸長　登志夫、大内田　昭信、木村　健、清﨑　淳子、真田　和之、庄司　哲也、津村　英介、長井　秀樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、地球圏科学科で学んできた基礎的な知識や解析手法
が、実社会でどう活かされているかを理解するために、地球圏科学
関連専門領域で活躍している8名の社会人講師（実務者教員）を招
く。
　清﨑淳子講師（クロスエンジニアリング㈱）：地質試料の分析・
解析は、地熱分野・資源開発分野・防災分野など、幅広い分野で利
用されている。科学技術の応用に携わる技術士としての業務を解説
し、地球圏科学関連分野での技術を活かす仕事の実例を紹介する。
　糸長登志夫講師(気象庁福岡管区気象台)：まず、気象庁の業務全般
を簡単に紹介する。そして、集中豪雨や台風などの災害をもたらす
激しい気象現象をレビューし、その監視・予測技術及び防災気象情
報について解説する。
　庄司哲也講師(気象庁福岡管区気象台)：発生後、わずかな時間で甚
大な被害をもたらす地震や津波、小さな噴火でも被害をもたらす可
能性のある火山噴火に対する監視の現状、及び災害を軽減するため
の警報・注意報・情報の種類やその活用法について解説する。
　長井秀樹講師（気象庁福岡管区気象台）：気候変動に関する政府
間パネル（IPCC）が求める地球温暖化に対する取り組み課題を紹介
し、気象庁における観測、温暖化予測、および猛暑日や大雨の増加
が見込まれる九州・山口の気候の将来予測について述べる。
　津村英介講師（㈱ENJEC）：主に人の活動によって公共用水域で
の水質汚染が拡大するにつれて、社会的関心の高まりから環境規制
も徐々に拡大している。水質環境の法整備の現況と、水質調査の実
務について紹介する。
　木村　健講師（㈱ENJEC）：土壌汚染対策法で制度化され、新た
な国家資格の土壌汚染調査技術管理者が創設された。併せて整備さ
れた汚染調査や対策の手法とその実務について解説する。
　真田和之講師（㈱ENJEC）：近年 PM2.5や光化学スモッグなど、
人への健康影響が心配される大気環境汚染問題について、現状での
法的規制と大気質調査の動向を実例で紹介する。
　大内田昭信講師（久留米大学がんワクチンセンター）: 健康・長寿
は人類の願望であり、そのために新薬が国内外の多くの製薬企業で
精力的に開発されている。日本の将来を支える医薬品産業での新薬
開発の過程を解説する。
　杉山哲男：地球圏科学科の学生として必要なキャリア準備につい
て，具体的な問題点と注意事項を実践的に指摘・指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏科学科の専門教育で学んだ知識や技能が実社会ではどのよう
に活用されているかを理解し、自ら積極的に社会貢献する姿勢がも
てるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として，「社会において地球圏科学が関与している問
題」と思われる新聞記事を1つ選び，記事の概要とその問題に地球圏
科学がどう関与すべきか，自らの考えを記述した意見文レポート
（A4用紙1枚以内）を作成し，初回の講義日に提出すること。なお，
意見文にはその根拠が明示されている必要がある（90分）。毎回の
講義前にはキーワードとなる専門領域の情報収集を求める（60分）
　また，事後学習としては，毎回配布される講義資料の見直しを行
い，気付いた点や気になる点について，ネットワークなどを用いて
更に掘り下げること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　担当者ごとに提示する課題について作成提出される成果物で評価
する。成果物の評価基準は到達目標の到達度を見ることになる。成
果物としてはレポートを課すこともあり，ミニテストを行う場合も
ある。全9名の担当者の評価を加算し，受講生各自の成績評価とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。講義中に配付されるプリント
を用いる。

◎－－－　参考書　－－－◎

　必要な参考図書については各講義の中で紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義は地球圏科学科3年生全員を対象に，全ての分
野の進路選択に役立つ内容で開講されている。生物学，地
球科学，地球物理の各分野の先端で実務に従事している講
師陣が担当しているので，その業務内容やキャリア選択に
ついて，質問や相談を行う機会として積極的に活用するこ
とが望ましい。なお，成績評価の方法から，受講生は全て
の講義に出席する必要があることは言うまでもない。な
お，定期試験を実施しないため，再試験を受験することは
できない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　技術を活かす仕事－技術士（Professional Engineer）
（清﨑）
２　資源を探る/防災に活かす（清﨑）
３　再生可能エネルギー/地域資源を考える（清﨑）
４　地震・津波・火山の監視と防災情報（庄司）
５　気象の観測・予測と防災気象情報（糸永）
６　地球温暖化の監視と予測（IPCCの取組から）（長井）
７　水質環境の法と調査実務（津村）
８　土壌環境の法と調査実務（木村）
９　大気環境の法と調査実務（真田）
10　地球圏科学科学生のキャリア準備：自己分析の方法論
（杉山）
11　食品と医薬品（大内田）
12　日本の医薬品産業（大内田）
13　新薬開発について（大内田）

14　地球圏科学科学生のキャリア準備：エントリーシート
対策（杉山）
15　地球圏科学科学生のキャリア準備：企業研究と専門コ
ア領域について（杉山）
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杉山　哲男、糸長　登志夫、大内田　昭信、木村　健、清﨑　淳子、真田　和之、庄司　哲也、津村　英介、長井　秀樹

◎地球:C-3

1.地球圏科学科の専門教育で学んだ知識や技能が実社会ではどのように活用さ
れているかを理解し、自ら積極的に社会貢献する姿勢がもてるようになる。　
(C-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　自然科学や科学技術が高度に発展した現代社会において、国民が正しい知
識に基づいて科学技術を理解し、正当な判断をすることが求められている。
現行学習指導要領は、今日の「知識基盤社会」において科学技術系の人材育
成と、国民の科学に関する基礎的素養の向上を目指している。理科では、学
習内容の増加と授業時間数の大幅増加や、小・中・高等学校を通じた理科の
内容の一貫性・構造化が図られており、科学的な概念の理解など基礎的・基
本的な知識・技能の確実な定着や科学的な思考力・表現力の育成のための探
究的な活動の一層の充実が求められている。新学習指導要領理科は、自然の
事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって、観
察、実験を行うことなどをとおして、自然の事物・現象を科学的に探究する
ために必要な資質・能力（「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」）の育成を目指している。
　中等理科の授業は、観察・実験、探究活動、課題研究などをとおして、理
科・各科目の概念や原理・法則を理解するとともに、探究の過程や科学の方
法を習得し、科学的態度や自然観を育成することが求められる。
　本講義では、高等学校学習指導要領理科・各科目の目標や内容、理科の授
業研究・学習評価、理科経営、学習指導計画、安全教育・安全管理・防災教
育、観察・実験及び指導技術等を学習し、授業デザイン・教材研究等による
学習指導案作成に基づいて模擬授業を実施し、授業技術、授業分析、授業評
価等について協議を行う。担当教員による指導助言をとおして、基礎的・基
本的な授業デザイン・教材研究・授業展開の授業力向上とともに理科学習指
導や理科経営に必要な能力や実践力の基礎を身に付ける。
　高等学校理科教師や教育センターでの勤務経験を活かし、理科教師として
の理科教育の理論や理科授業の理論と授業実践・指導方法等について講義し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。(技能)

理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。(知識・理解)

高等学校学習指導要領理科・各科目の目標と内容を理解できる。(知識・理
解)

理科実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。(技能)

理科教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を理解できる。
(技能)

授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。(技能)

模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構　成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・理科教育や理科授業の理論は、必ず講義内容を復習すること。　　（60分)
・学習指導要領理科解説の内容が理解できるように努めること。
・学習指導案は、単元全体の学習内容について授業デザイン・教材　研究を
十分に行って作成すること。
・模擬授業後は学習指導案を修正して再提出すること。
・模擬授業は、学習指導案に基づいて、授業構成・授業展開、板書　計画、
教材・教具、ワークシート、配付資料、評価などを準備　　し、事前にリ
ハーサルをしておくこと。(90分)
・模擬授業は、事前に学習指導案の内容を十分に理解して臨むこ　　と。(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科教育や理科指導に関する基本事項を理解できる。模
擬授業では、学習指導案、模擬授業の実際、授業相互評価表が評価される。
課題レポートは、講義内容や理科教育に関係する資料等を調査研究し、根拠
をもった内容になっているかを評価の基準とする。
・定期試験（５０％程度）、模擬授業・学習指導案・授業相互評価表（３
０％程度）、課題レポート及び授業への取組（発表、協議、意欲・態度）
（２０％程度）により総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
高等学校理科の教科書（在学中に使用したものでよい）
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料
－高等学校理科－（教育出版）　ISBN 978-4-316-30065-8
新しい学びを拓く理科授業の理論と実践（大髙泉編、ミネ
ルヴァ書房）　ISBN 978-4-623-06162-4
理科教育法（川村康文、講談社）　ISBN
978-4-06-156536-4
高等学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、平成30
年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。図書館に多く
の参考書がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来、中等理科教師を目指している者を対象としてい
る。日頃から教育の動向や理科教育に関心をもつように心
がけてほしい。理科教育の基本的な内容や学習指導法を理
解し、授業を行う上での基礎的な知識や技能を身に付ける
必要がある。
　模擬授業協議では、模擬授業をよく観察・記録し授業の
工夫改善の視点で積極的に質問や意見を述べる。
　中等理科教師として、中学校理科、高等学校物理、化
学、生物、地学の内容を観察・実験を含めて理解しておく
必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　高等学校学習指導要領物理基礎・物　
　理、生物基礎・生物
　　高等学校教育課程実施状況調査物理・
　生物
２　物理教育の内容、生物教育の内容
　  小・中・高等学校理科学習の系統性
３　理科の授業研究   　　
４　学習指導案作成と授業デザイン
　高校理科の観点別評価規準・評価方法
５　理科経営と理科の指導計画　
６　理科の教材研究・教材開発
７　理科実験における演示実験と生徒実験
　　理科実験の指導計画と実際
８　理科授業の指導技術と授業分析・授業　評価
９　理科における安全教育・安全管理・防　災教育
10  模擬授業（物理基礎）と協議・評価
11  模擬授業（物理）と協議・評価
12  模擬授業（生物基礎）と協議・評価
13  模擬授業（生物）と協議・評価
14  模擬授業（地学基礎・地学、探究活
　動）と協議・評価
15  理科授業の工夫改善　理科指導の課題　と展望　全体
のまとめ



2019-6040000902-01理科教育法Ⅱ

香月　義弘

◎地球:A-3,B-1,B-3

1.理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。　(B-3)

2.理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。　(A-3)

3.高等学校学習指導要領理科・各科目の目標と内容を理解できる。　(A-3)

4.理科実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。　(B-1)

5.理科教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を理解できる。
　(B-1)

6.授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。　(B-3)

7.模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構　成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。　(B-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。
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2019-7010000090-01機械加工法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

機械製作では、実際に機械材料を加工し、機械部品を作り、組立て
て機械を作り上げる。機械工作法では鋳造、塑性加工、溶接などの
切りくずを出さない工作法について学んだ。これに続いて本講義で
は、主に切りくずを出す切削加工と研削加工を中心に学ぶ。授業を
通じて種々の工作機械について学ぶ事はもちろんであるが、その加
工法の基礎的原理を的確に理解し、応用力を身につけることを目的
とする。講義では、企業における金属材料の加工に関する実務経験
を活かし、実部品における事例も紹介する。事例を通じて、実部品
の強度特性や性能が、機械加工面の性状の影響を顕著に受けること
を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

加工の基本原理である母性原理と浮動原理（進化の原理）について
理解する。(知識・理解)

2次元切削をもとに切削機構を理解する。(知識・理解)

構成刃先、切削温度、切削油、仕上げ面粗さ、切削動力などの切削
加工の基礎事項を理解する。(知識・理解)

切削におけるせん断角、すくい角、摩擦角の関係式について理解す
る。(知識・理解)

切削工具に用いられる工具材料の種類とその特徴について理解す
る。(知識・理解)

旋盤、ボール盤、フライス盤、平削り盤、形削り盤などの切削工作
機械とその作業を理解する。(技能)

研削加工の特徴や様式、砥石の3要素5因子などの研削加工の基礎事
項を理解する。(知識・理解)

砥石の幾何学や研削加工面の性状について理解する。(知識・理解)

研削加工以外の砥粒加工法を理解する。(技能)

特殊加工法（熱的除去加工や電気化学的除去加工）について理解す
る。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

履修の条件はないが、機械製作に関連した科目である機械工作実習
および機械工作法を履修しておくことが望ましい。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

原則として、期末試験を7割、レポートと出席状況を3割で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキスト:有浦泰常他4名著、「機械製作法II－除去加工・精密測定
法・加工システムー（基礎機械工学シリーズ11巻）」、朝倉書店、
2015年（初版第10刷）、(3200円+税）、ISBN978-4-254-23711-5

◎－－－　参考書　－－－◎

１）佐久間敬三他2名著、「機械工作法」、朝倉書店
２）中島利勝・鳴瀧則彦著、「機械加工学」、コロナ社
３）中山一雄・上原邦雄著 、「機械加工」、朝倉書店
４）和栗　明他10名著、「機械工作法」、養賢堂
５）橋本文雄・朝倉健三著、「機械工作法II」、共立出版
６）平井三友他2名著、「機械工作法（増補）」、コロナ社

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　機械加工法の分類
２　　切削加工の様式、工具形状
３　　切削機構、構成刃先
４　　切削抵抗、切削動力
５　　切削抵抗に及ぼす因子の影響
６　　切削工具の種類、使用分類
７　　工具寿命、損傷機構
８　　切削油剤、被削性
９　　切削工作機械の概要
１０　種々の切削工作機械
１１　砥粒加工法の分類、研削作業
１２　砥石の3要素5因子、ツルーイングなど
１３　研削の幾何学、研削抵抗・比研削エネルギー
１４　研削加工以外の砥粒加工法
１５　特殊加工

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、自分が理解できない箇所をはっ
きりさせておくこと。特に、授業中に行う演習の内容をよ
く復習しておくこと。



2019-7010000090-01機械加工法

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.加工の基本原理である母性原理と浮動原理（進化の原理）について理解す
る。　(A-1)

2.2次元切削をもとに切削機構を理解する。　(A-1)

3.構成刃先、切削温度、切削油、仕上げ面粗さ、切削動力などの切削加工の基
礎事項を理解する。　(A-1)

4.切削におけるせん断角、すくい角、摩擦角の関係式について理解する。　
(A-1)

5.切削工具に用いられる工具材料の種類とその特徴について理解する。　(A-1)

6.旋盤、ボール盤、フライス盤、平削り盤、形削り盤などの切削工作機械とそ
の作業を理解する。　(B-1)

7.研削加工の特徴や様式、砥石の3要素5因子などの研削加工の基礎事項を理解
する。　(A-1)

8.砥石の幾何学や研削加工面の性状について理解する。　(A-1)

9.研削加工以外の砥粒加工法を理解する。　(B-1)

10.特殊加工法（熱的除去加工や電気化学的除去加工）について理解する。　
(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7010000087-01機械工作法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

機械製作において、実際に機械材料を加工し、機械部品を作り、
組立てて機械を作り上げる。この実際に機械を作る方法を学ぶの
が機械工作法である。機械工作法は大きく分けて鋳造、塑性加
工、溶接などの切りくずを出さない工作法と、主に工作機械を用
いて切りくずを出す機械加工法に分類される。本講義では、機械
製作の概要から始めて、機械材料や塑性変形について学ぶ。そし
て、主に切りくずを出さない鋳造、塑性加工および溶接について
学ぶ。企業において鋳造や塑性加工の研究開発に携わってきた実
務経験を活かし、実例を紹介しながら講義を進め、機械工作法の
理解が深まるように努める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械製作における加工法の種類を理解する。(知識・理解)

金属の溶解と凝固について理解する。(知識・理解)

応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する
基礎事項を理解する。(知識・理解)

塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について
理解する。(知識・理解)

鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解
する。(知識・理解)

鋳鉄の種類と性質を理解する。(知識・理解)

各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、
転造加工、せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業につ
いて理解する。(技能)

溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。(知識・理解)

アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの
原理と作業について理解する。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

本科目は、選択科目である。履修の条件は特にない。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

原則として、期末試験を7割、レポートと出席状況を3割で評価を
行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

朝倉健二・橋本文雄著、「機械工作法I　改訂版」、共立出版、
2016年（改訂版29刷）、（3200円+税）、ISBN978-4-320-08105-6

◎－－－　参考書　－－－◎

１）尾崎龍夫他3名著、「機械製作法I」、朝倉書店
２）千々岩健児著、「機械製作法（1）」、コロナ社
３）福井伸二他3名著、「機械工作法入門」、オーム社
４）和栗　明他10名著、「機械工作法」、養賢堂
５）萱場孝雄・加藤康司著、「機械工作概論」、理工学社
６）平井三友他2名著、「機械工作法（増補）」、コロナ社
７）益田森治・室田忠雄著、「改訂工業塑性力学」、養賢堂

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　機械工作法の種類、機械製作の概要
２　　機械材料
３　　金属の溶解と凝固
４　　塑性変形
５　　鋳造：模型・鋳型の製作、溶解
６　　鋳造：鋳込みと後処理、特殊鋳造
７　　鋳造：鋳物と鋳鋼
８　　塑性加工：概要
９　　塑性加工：鍛造加工
１０　塑性加工：圧延加工
１１　塑性加工：引抜き加工、押出し加工
１２　塑性加工：転造加工、せん断加工
１３　塑性加工：曲げ・絞り加工、その他の加工
１４　溶接：概要、アーク溶接
１５　溶接：抵抗・ガス溶接、圧接など

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、自分が理解できない箇所をはっ
きりさせておくこと。特に、授業中に行う演習の内容をよ
く復習しておくこと。



2019-7010000087-01機械工作法

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.機械製作における加工法の種類を理解する。　(A-1)

2.金属の溶解と凝固について理解する。　(A-1)

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。　(A-1)

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。
　(A-1)

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。　
(A-1)

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。　(A-1)

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。　(B-1)

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。　(A-1)

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。　(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7010000165-01機械制御工学Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

林　長軍

◎－－－　 概　　要 　－－－◎

機械制御工学は制御対象（制御しようとする機械）をどのよう
にうまく制御できるかについての学問である。本講義では、多
入力多出力の制御対象を、安全で迅速かつ正確に制御すること
ができる制御系設計法の基礎理論 ―― 現代制御理論について
学ぶ（「機械制御工学Ⅰ、Ⅱ」のシラバスも参照のこと）。
　また、担当者は自動車製造会社での勤務経験があるため、知
識の理解をわかりやすくするために実務経験上の例題を取り入
れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) １入出力制御系と多入力制御系の違いを知ること。
(2) 制御対象の動特性を微分方程式で表し、内部挙動に立ち
入った動特性の記述（状態方程式）表現ができること。
(3) 状態方程式の解の求め方を知ること。
(4) 多入出力系の安定解析法を知ること。
(知識・理解)

(5) 制御対象の可制御性（制御可能な特性をもつか否か）およ
び可観測性（入出力から内部挙動を把握できる特性をもつか否
か）について理解できること。
(技能)

(6) 状態フィードバックおよび最適レギュレータによる制御系
設計法を理解できること。
(7) 入出力から内部挙動を推定する状態観測器の構成法を理解
できること。
(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験（70％）と演習・中間試験および出席状況（30％）を
総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤和也など 著、初めての現代制御理論（講談社）、2014年発
行、価格2600円＋税、ISMN978-4-06-156508-1

◎－－－　 参考書 　－－－◎

●白石昌武 著、入門現代制御理論（日刊工業新聞社）
●吉川恒夫・井村順一、現代制御論（昭晃堂）
●JSMEテキストシリーズ、制御工学（日本機械学会）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

機械制御工学は専門用語，定義および定理が多いため，事前に
予習する必要がある．また，授業の内容を完全に理解するよう
に復習しておくこと．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　本講義の概要・現代制御理論の概説
２　状態空間表現
３　非線形システムの線形化
４　伝達関数と伝達関数行列
５　状態変数線図と状態変数変換
６　状態方程式の自由応答
７　状態方程式の解と遷移行列
８　安定性の理論
９　演習・中間試験１回目
10　状態フィードバックの概念と極配置
11　可制御性と可観測性
12　状態観測器
13　最適制御
14　演習・中間試験２回目
15　まとめ



2019-7010000165-01機械制御工学Ⅲ

林　長軍

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.(1) １入出力制御系と多入力制御系の違いを知ること。
(2) 制御対象の動特性を微分方程式で表し、内部挙動に立ち入った動特性の記
述（状態方程式）表現ができること。
(3) 状態方程式の解の求め方を知ること。
(4) 多入出力系の安定解析法を知ること。
　(A-1)

2.(5) 制御対象の可制御性（制御可能な特性をもつか否か）および可観測性（入
出力から内部挙動を把握できる特性をもつか否か）について理解できること。
　(B-1)

3.(6) 状態フィードバックおよび最適レギュレータによる制御系設計法を理解で
きること。
(7) 入出力から内部挙動を推定する状態観測器の構成法を理解できること。
　(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-701000T301-01基礎防災学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平成２３年３月１１日の東日本大震災の後、諸君らは防災についてどのような考
えを持ったであろうか。平成１１年および１５年の御笠川氾濫における博多駅周辺
の水没、平成１７年の福岡県西方沖地震の被害により、安全と思われていた福岡市
内でも日頃から災害に対して高い注意意識が必要であることが明らかとなった。ま
た、将来工場などで活躍する技術者、さらには安全を保障するシステム開発等に進
む学生にとっても、災害に関する広い知識を持つことは重要である。将来関東・東
海・関西などに就職する学生に対しても、防災・減災に関する知識を身に付けるこ
とは自分の命を守るために極めて重要である。
　このため、主に災害発生のメカニズムと被害低減のための工学技術を中心とした
講義を行う。これは自然災害に限らず、人災への対応も含まれる。講師は学内外か
ら多岐に渡っており、学科の専門性にとらわれず、防災に関する広い知識を得るこ
とに特徴がある。この講義で防災に関する科学的・工学的基礎知識を学ぶことによ
り、災害から自分や家族を守る術、被害を最小にする準備と対応方法を修得する。
特に、自然災害の発生メカニズムや被害予測、災害発生時に必要となる社会システ
ムや被害を軽減する技術、産業活動における安全性配慮の必要性を学び、一生涯役
に立つ工学基礎を身に付けることができる。

　なお、この科目は「福岡大学防災士養成研修プログラム」の指定科目となってい
る。他の指定科目も受講することで、日本防災士機構が認定する「防災士」の受検
資格を得ることができる。詳細は工学部事務室あるいはエクステンションセンター
に問い合わせること。以下のホームページにも関連資料を掲載している。

 http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃shigem/

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えることがで
きる。(態度・志向性)

産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、そ
の対応を考えることができる。(知識・理解)

防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合的に組
み合わせなければ達成できないことを知る。(知識・理解)

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。(態度・志向性)

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回、次の授業のために必要な予習内容を指示するので、30分程度の予習の時間を
要する。また、授業終了後に毎回小テストを行うので、30分程度の復習の時間を要
する。

そのほか、学習期間中は災害に関する新聞記事やニュースに注意を払うとともに、
背後でどのような出来事が発生しているか、どのように対応すべきかなどを想像し
ながら学習を進めて欲しい。なお、毎回行う小テストの正答は、解答締切後にFU
ポータルを利用して配布するので、事後学習に役立てていただきたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義終了後、毎回FUポータルを利用した選択問題あるいは記述問題による小テ
ストを実施する。その日の個別の授業内容が理解できたかを評価の基準とする。単
に出席しただけでは評価しない。
　
　定期試験(70%)と毎時間行う小テスト(30%)を総合して成績評価を行う。小テスト
は主に「FUポータル＞授業支援＞アンケート回答」の機能を使って実施する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　授業中に講義資料を配布するのでテキストを購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点 　－－－◎

　講師の都合で講義順が変更となる場合がある。
　本科目は、共通教育科目（総合系列科目）「現代を生きる（災害から自分や家族
を守る）」と関連が深いので、理解を深めるためには両科目の受講が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［災害のメカニズム］
1. 最近の地震活動、各種自然被害（松井）
2. 地震のメカニズムとその被害（高山）
3. 津波、高潮のメカニズムとその被害（渡辺浩）
4. 土砂災害のメカニズムとその被害（村上）
5. 風水害のメカニズムとその被害（渡辺亮一）
6. 火山噴火、火砕流、溶岩流（奥野）

［さまざまな防災技術］
7. 都市における防災計画（柴田）

［災害と社会システム］
8. 大災害時における避難行動、避難所設営、緊急救助技術
（森田）
9. 労働契約、労働安全衛生法（黒木）

［さまざまな防災技術］
10. 安全な機械の設計（森山）
11. 可燃物と初期消火、危険物の保管（松永）
12. すまいの耐震化と防火（塚越）
13. 情報通信技術、ビッグデータ（鶴田）
14. 雷と電力システム（孟）
15. 防災と減災のために私たちができること（重松）

◎－－－　URL　－－－◎

FUポータル
(https://acpt.jsysneo.fukuoka-u.ac.jp/ActiveCampus/)
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重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎機械:A-1,A-3,C-1

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(C-1)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-1)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-3)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-1)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。

◎電気:A-1,A-4

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-4)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-1)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-4)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(A-4)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎電情:A-1,C-2

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(C-2)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-1)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(C-2)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-2)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎化シ:A-3,B-3,C-1,C-2,C-3

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-3)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-3)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-3)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(B-3)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-1)

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-2)

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎社デ:A-2,B-1

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(B-1)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-2)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(B-1)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(B-1)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。

◎スポ:A-4

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-4)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-4)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-4)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(A-4)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎健康:A-4

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-4)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-4)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-4)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(A-4)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-7010000212-01金属材料学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

金属材料は機械構造物から電子機器にいたる多くの分野で使用され
ており、その特性や用途を理解しておくことは重要である。本講義
では、まず金属材料を含む機械材料が自動車、航空機、鉄道車両な
どにおいてどのように使用されているかを学ぶ。続いて、金属材料
の結晶構造および結晶欠陥について学習するとともに、状態図や強
化法について学ぶ。後半では、金属材料の熱処理法やミクロ組織、
さらには金属材料の特性と用途について鉄鋼材料を中心に講義す
る。講義では、金属材料学の理解を深めるため、企業における金属
材料の研究開発の実務経験を活かし、実際に携わった事例等を積極
的に紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

材料の原子構造や結合状態を理解する。(知識・理解)

金属材料の基本的な結晶構造を理解する。(知識・理解)

結晶欠陥について理解する。(知識・理解)

拡散現象について理解する。(知識・理解)

金属材料の凝固反応や偏析について理解する。(知識・理解)

状態図や金属材料の強化法について理解する(知識・理解)

鉄鋼材料の徐冷組織や急冷組織を理解する。(知識・理解)

金属材料の熱処理法を理解する。(知識・理解)

金属材料の特性と用途を理解する。(技能)

機械材料の適用例を理解し、適切な材料選択ができる能力を身につ
ける。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

履修の条件はないが、高校で履修した数学、物理、科学の知識を有
していることが望ましい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

原則として、期末試験を7割、レポートと出席状況を3割で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

平川賢爾、遠藤正浩、駒崎慎一、松永久生、山辺純一郎著、「機械
材料学（第2版）」、朝倉書店、2018年初版、（3,500円+税）、
ISBN978-4-254-23146-5
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

１）W.D.キャリスター著、入戸野修監訳、「材料の科学と工学＜１
＞材料の微視構造」、培風館、2002年、（2,500円+税）、
ISBN4-563-06712-1
２）加藤雅治著、「入門 転位論」、新教科書シリーズ、裳華房、
1999年、（2,800円+税）、ISBN978-4-7853-6106-8
３）星出敏彦著、「基礎強度学：破壊力学と信頼性解析への入
門」、内田老鶴圃、1998年、（3,300円+税）、ISBN978-4-7536-5131-3
４）矢島悦次郎、市川理衛、古沢浩一、宮崎亨、小坂井孝生、西野
洋一著、「若い技術者のための機械・金属材料」、丸善出版、2017
年第3版、（2,900円＋税）、ISBN978-4-621-30124-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　機械材料の特性や用途
２　　原子構造と原子間の結合力
３　　結晶構造、結晶方向・結晶面の表示方法
４　　原子半径、格子定数、結晶構造の測定法
５　　理想強度、結晶欠陥（転位など）
６　　拡散現象
７　　金属の凝固、偏析
８　　状態図
９　　相の化学組成と量の計算
１０　金属材料の強化法
１１　回復と再結晶
１２　鉄鋼材料の状態図
１３　鉄鋼材料の徐冷組織
１４　鉄鋼材料の急冷組織、熱処理法
１５　構造用材料の特性と用途

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、自分が理解できない箇所をはっ
きりさせておくこと。特に授業中に行う演習の内容をよく
復習しておくこと。



2019-7010000212-01金属材料学

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.材料の原子構造や結合状態を理解する。　(A-1)

2.金属材料の基本的な結晶構造を理解する。　(A-1)

3.結晶欠陥について理解する。　(A-1)

4.拡散現象について理解する。　(A-1)

5.金属材料の凝固反応や偏析について理解する。　(A-1)

6.状態図や金属材料の強化法について理解する　(A-1)

7.鉄鋼材料の徐冷組織や急冷組織を理解する。　(A-1)

8.金属材料の熱処理法を理解する。　(A-1)

9.金属材料の特性と用途を理解する。　(B-1)

10.機械材料の適用例を理解し、適切な材料選択ができる能力を身につける。　
(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7010002100-01計測工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

工業製品を作る場合、機械部品の寸法、粗さ、形状等の機械工作に関
連した測定（一般には精密測定という）が行われる。本講義では、工
業界での計測において、機械技術者として必要とされる基礎的事項に
ついて学習する。最初に、測定における誤差の種類や原因、並びに誤
差への対応方法について学ぶ。続いて、長さの測定を中心に、各種測
定方法やその測定原理ついて学習する。さらに、機械力学、流体工
学、熱工学など分野では、高精度の計測も必要となるため、これらの
分野に対応する計測の基礎および各種センサの原理・特徴も学ぶ。講
義では、計測工学の理解を深めるため、企業で実務経験した実部品の
力や温度などの測定例も紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

計測の意味、単位、次元などの計測の基礎事項を理解する。(知識・
理解)

標準とトレーサビリティについて理解する。(知識・理解)

計測工学でよく用いられる計測用語を理解する。(知識・理解)

代表的な確率密度関数と近似式について理解する。(知識・理解)

長さ、角度、形状の測定原理と測定方法について理解する。(技能)

ひずみ測定法などの力や動力の測定原理および測定方法を理解する。
(技能)

圧力や密度の測定原理と測定方法を理解する。(技能)

物体の温度、並びに流体の流量・流速の測定原理と測定方法を理解す
る。(技能)

電気計測の基礎事項を理解する。(技能)

電流、電圧、抵抗などの測定原理や測定方法を理解する。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

履修の条件はないが、これまでに履修した科目（機械工作実習、機械
加工法、工業力学、材料力学、流体工学、工業熱力学、機械制御工学
など）の知識を有していることが望ましい。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

原則として、期末試験を7割、レポートと出席状況を3割で評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中村邦雄　編著、「計測工学入門　第3版」、森北出版、2015年（第3
版第1刷）、（2600円+税）、ISBN978-4-627-66293-3
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

１）谷口修、堀込泰雄共著、「計測工学　第2版（最新機械工学シ
リーズ16巻）」、森北出版
２）日本工業規格、計測用語JISZ8103-2000
３）津村喜代治著、「基礎　精密測定」、共立出版
４）築添正著、「精密測定学」、養賢堂
５）中野幸久著、「精密測定技術」、日刊工業新聞社
６）谷口修著、「入門 工業計測」、実教出版
７）Holman, J. P., Experimental Methods for Engineers (McGraw-Hill)

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　計測の意味、単位、次元
２　　標準とトレーサビリティ、計測用語
３　　確率分布関数、有効数字、近似式
４　　長さの測定、各種ゲージ
５　　角度や形状の測定、表面粗さ
６　　質量、力の測定
７　　トルク、圧力および密度の測定
８　　温度の測定、温度計の分類
９　　熱量の測定、湿度や含水量
１０　真空度の測定
１１　時間、速度および回転数の測定
１２　流量や粘度の測定
１３　光と放射線の測定
１４　電気計測の基礎、計測機器
１５　電圧、電流、抵抗などの測定

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、自分が理解できない箇所をはっ
きりさせておくこと。特に授業中に行う演習の内容をよく
復習しておくこと。



2019-7010002100-01計測工学

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.計測の意味、単位、次元などの計測の基礎事項を理解する。　(A-1)

2.標準とトレーサビリティについて理解する。　(A-1)

3.計測工学でよく用いられる計測用語を理解する。　(A-1)

4.代表的な確率密度関数と近似式について理解する。　(A-1)

5.長さ、角度、形状の測定原理と測定方法について理解する。　(B-1)

6.ひずみ測定法などの力や動力の測定原理および測定方法を理解する。　(B-1)

7.圧力や密度の測定原理と測定方法を理解する。　(B-1)

8.物体の温度、並びに流体の流量・流速の測定原理と測定方法を理解する。　
(B-1)

9.電気計測の基礎事項を理解する。　(B-2)

10.電流、電圧、抵抗などの測定原理や測定方法を理解する。　(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7010000160-01数値解析

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

林　長軍

◎－－－　概要　－－－◎

工学問題を純粋に数式的に取り扱うことができるのは低自由度
の線形系の場合に限られ、それ以外の多くの場合は何らかの数
値解法に頼らざるを得ない。本科目では、実際の工学問題の解
析においてよく用いられる代表的な数値計算法について学ぶ。
また、担当者は自動車製造会社での勤務経験があるため、実務
経験上の数値解析の問題を取り入れる。
　授業では毎回１つか２つの計算法を取り上げ、最初の70分程
度で説明を行う。最後の20分は理解を確認するための小テスト
や演習などを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 非線形方程式の解法
(2) 連立１次方程式の解法
(3) 関数補間と近似式の求め方
(知識・理解)

(4) 数値積分の求め方
(5) 常微分方程式の解法
(技能)

(6) 偏微分方程式の解法
(7) 逆行列と固有値、固有ベクトルの求め方
(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験70%、中間試験・毎回行う小テスト(宿題)および出席
状況30％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:
　「数値計算法　第２版」三井田惇郎・須田宇宙著（森北出
版）（2014年）（2,000円＋税）（ISBN:978-4-627-80153-0）
参考書:
　「入門数値計算法」星守・小野令美・吉田利信著（オーム
社）、「機械計算法」高田勝著（養賢堂）、「C言語による数
値計算のレシピ」W.H. Pressら著・丹慶勝市ら訳（技術評論
社）

◎－－－　  履修上の留意点　－－－◎

本科目は、選択科目であるため、履修の条件はないが、ただ、
数値の計算が多いため、関数電卓を用意してください。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けな
かった場合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回
の授業範囲を予習して、専門用語の意味等を理解しておくこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　工学問題の解析と数値計算、数値計算に際しての注意
点
２　非線形方程式（二分法、ニュートン法）
３　非線形方程式（ベアストウ法、デュラン・カーナー
法）
４　連立１次方程式（ガウス・ジョルダン法、ガウス・ザ
イデル法）
５　関数補間と近似式（ラグランジュの補間法、最小２乗
法）
６　数値積分（台形公式、シンプソンの公式）
７　 常微分方程式（オイラーの公式、ルンゲ・クッタの
公式）
８　演習・中間試験１回目９　常微分方程式（高階常微分
方程式、連立常微分方程式）
10　偏微分方程式
11　逆行列
12　固有値、固有ベクトル
13　応用問題への適用
14　中間試験２回目　
15　まとめ・数値解析の実際（市販されているソフトの紹
介など）



2019-7010000160-01数値解析

林　長軍

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.(1) 非線形方程式の解法
(2) 連立１次方程式の解法
(3) 関数補間と近似式の求め方
　(A-1)

2.(4) 数値積分の求め方
(5) 常微分方程式の解法
　(B-1)

3.(6) 偏微分方程式の解法
(7) 逆行列と固有値、固有ベクトルの求め方
　(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7010000157-01ターボ機械

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

稲毛　真一

◎－－－　概要　－－－◎

流体機械の続編の位置付けとなります。ターボ機械は圧縮機や
ジェットエンジン、また多くのエネルギー変換機器(特に発電)
の根幹をなすものです。特に喫緊の地球温暖化対策において
は、これらの機械・システムの高効率化が重要な技術的課題に
なっています。本授業では、ターボ機械の中から、まず遠心
型、軸流型のシステムを題材に取り上げ、その基本構造、作動
原理、構造、運用の基礎を理解します。その上で、圧縮機、ガ
スタービンなどの具体的な製品の最先端を学んでいきます。ま
た、その設計理論に基づき、設計の基礎を身に着けます。講師
がメーカー出身であることから、ターボ機械を素材に、「もの
作り」に拘り、現場での実際の設計手法に関しても、併せて学
習します。授業は単なる一方向の講義でなく、双方向での議論
の機会を多くし、ターボ機械の理解を促進します。毎回、グ
ループワークで演習、レポートを作成しますので、各自PCを持
参ください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で取り上げたターボ機械の基本構造、作動原理、構造、運
用の基礎を理解する事。(知識・理解)

学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。
(技能)

授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標
とします。(技能)

更に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニアリングの職
場で通用する成果物のまとめ方についても習得していきます。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習　－－－◎

基本的には授業時間外の学習は想定していませんが、本講義で
は、後述の通り、授業時間内でのレポート作成を基に成績評価
を行います。授業中にまとまらない場合には、適宜時間外で対
応ください。

◎－－－　成績評価基準及び方法　－－－◎

試験とレポートにより評価します。レポートは、グループワー
ク(5人程度/チームを構成)で、各回で学んだ内容をベースに演
習問題を課し、授業時間内で毎回、書式を指定した簡易なレ
ポートをまとめてもらいます。毎回レポートの平均点と、試験
の点数の平均により最終的な成績評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。適宜資料を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション

2. 翼理論‐その１

3. 翼理論‐その２

4. 速度三角形

5. ターボ機械の構成要素‐その１
6. ターボ機械の構成酵素‐その２
7. 流体機械におけるレイノルズ数とマッハ数の影響

8. 遠心ターボ機械の理論

9. 軸流ターボ機械の理論

10. 流体機械の騒音

11. 性能曲線と非定常現象

12. 圧縮機、送風機およびタービンの構造

13. ガスタービン‐その１

14. ガスタービン‐その2

15. ターボ形流体伝動装置



2019-7010000157-01ターボ機械

稲毛　真一

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.授業で取り上げたターボ機械の基本構造、作動原理、構造、運用の基礎を理
解する事。　(A-1)

2.学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。　(B-1)

3.授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標とします。　
(B-2)

4.更に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニアリングの職場で通用する
成果物のまとめ方についても習得していきます。　(B-3)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7010000135-01流体機械

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

稲毛　真一

◎－－－　概要　－－－◎

流体機械は、我々の周囲に存在する機械の中で、最も接する機
会の多い製品群の一つです。本授業では、流体機械の中から、
特にポンプ、水車及び風力発電を対象として、その基本構造、
作動原理、構造、運用の基礎を理解します。また、その設計理
論に基づき、設計の基礎を身に着けます。講師がメーカー出身
であることから、流体機械を素材に、「もの作り」に拘り、現
場での実際の設計手法に関しても、併せて学習します。更に、
基礎的な内容のみならず、技術の最前線に関しても紹介しま
す。授業は単なる一方向の講義でなく、双方向での議論の機会
を多くし、流体機械の理解を促進します。毎回、グループワー
クで演習、レポートを作成しますので、各自PCを持参くださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で取り上げた流体機械の基本構造、作動原理、構造、運用
の基礎を理解する事。(知識・理解)

学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。
(技能)

授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標
とします。更に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニア
リングの職場で通用する成果物のまとめ方についても習得して
いきます。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習　－－－◎

基本的には授業時間外の学習は想定していませんが、本講義で
は、後述の通り、授業時間内でのレポート作成を基に成績評価
を行います。授業中にまとまらない場合には、適宜時間外で対
応ください。

◎－－－　成績評価基準及び方法　－－－◎

試験とレポートにより評価します。レポートは、グループワー
ク(5人程度/チームを構成)で、各回で学んだ内容をベースに演
習問題を課し、授業時間内で毎回、書式を指定した簡易なレ
ポートをまとめてもらいます。毎回レポートの平均点と、試験
の点数の平均により最終的な成績評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。適宜資料を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション

2. 流体機械設計のための質量保存則、運動量保存則の
復習

3. 流体機械設計のためのベルヌーイ式の復習

4. 流体機械の相似則

5. ベーンポンプを素材にした機械の最適設計手法の取
得‐その１

6. ベーンポンプを素材にした機械の最適設計手法の取
得‐その２

7. 流体機械設計手法演習
8. ポンプ及び水車‐その１

9. ポンプ及び水車‐その２

10. キャビテーション及び水撃作用

11. サージング

12. 管路網の設計手法‐その１

13. 管路網の設計手法‐その２

14. 風力発電‐その１

15. 風力発電‐その２



2019-7010000135-01流体機械

稲毛　真一

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.授業で取り上げた流体機械の基本構造、作動原理、構造、運用の基礎を理解
する事。　(A-1)

2.学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。　(B-1)

3.授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標とします。更
に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニアリングの職場で通用する成果
物のまとめ方についても習得していきます。　(B-2)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。



2019-7020000137-01応用電気化学大意

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

高村　紀充

◎－－－　概要　－－－◎

　電気エネルギーと化学エネルギーの相互変換を取り扱う電気化
学は、電池や燃料電池、電気分解、光電気化学、表面改質等と関
係する。我が国で開発された電気自動車・ハイブリット自動車・
燃料電池自動車には、高性能の発電・電力貯蔵システムと、電子
部品の高機能化および信頼性等の要求に応じた各種の電気めっき
（表面改質）技術が利用されている。また、最近のプラズマ化学
は、半導体プロセス工程や環境浄化の技術として急速な広がりを
見せつつある。
　授業計画１～５は、関連資料とビデオ教材を用いて電気化学の
基礎と最新情報を講義する。授業計画６～１５は、テキストの内
容を中心に講義を行う。毎回のレポ－ト提出に加え、数回の小テ
ストを行う。特にレポ－トでは、数値計算と関連情報の調査を行
う。講義内容の理解を深めるために、関連情報を積極的に調査す
ると共に、テキストの関連問題を解き、理解しておくこと。
　教員は、企業への実務経験を活かし、就職や最新技術に関する
知識・情報についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気化学反応を数値計算できる。(知識・理解)

各種電池および電気分解の原理、構造、特性、工業的利用技術を
説明できる。(知識・理解)

発電・電気化学プラントでの有害物質除去工程と生産工程を説明
できる。(知識・理解)

講義で与えられる課題に対し、レポート提出を積極的かつ継続的
に行うことができる。(態度・志向性)

機能性材料、環境有害物質、電気腐食と電気防食等について、種
類や性質を自ら調べてレポートを作成できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　講義では、電気主任技術者やエネルギー管理士の国家試験の出
題内容を中心に解説を行うと共に、最新の環境対応技術について
も取り扱う。授業中に学生諸君の理解度を把握する目的から質問
を行い回答を求める。また、重点事項についてはレポート形式で
回答を求める。尚、適宜関連問題を授業中に提示し回答を求める
ので、関数電卓を常に持参すること。特に、講義内容は必ずノー
トにメモを取ること。ノ－トの提出を求めることもある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　電気化学に関する基本的な問題を解くことができ、各種電池や
電気分解の原理・構造・特性を説明でき、課題の調査と報告が十
分かつ明確にできることを成績の評価基準とする。
　成績は、定期試験の結果に加えて、レポートの提出状況、小テ
ストの結果、授業中の質問に対する回答の内容で総合的に評価す
る。評価の割合は、定期試験を８０％、その他を２０％とする。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前学習は授業計画の事項の関連資料を図書館やインターネッ
トで調べること。（30分）事後学習はレポート演習課題に取り組
むこと。（45分）また、参考書や公開されているe-ラーニングを
積極的に利用して、電気化学の工学的応用技術に関する理解を深
めること。（45分）尚、レポート演習課題は、講義内容の理解が
深まることを目的に構成される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電気化学と技術
２　電気自動車の進歩と効率
３　機能性高分子電気材料
４　地球環境と化学物質
５　電気化学の基礎（電解質と電子・イオンの伝導、酸・
塩基性の判別（pH））
６　電気分解（電解）とその原理（酸化・還元反応、ファ
ラデーの法則、電圧・電流・エネルギー効率）
７　電気分解現象とその応用１（水・食塩水・水溶液の電
気分解、金属の電気分解採取）
８　電気分解現象とその応用２（電極の電気分解、電気
めっき、溶融塩電解）
９　電気腐食と電気防食
10　一次電池の種類と構造（ボルタ電池、ダニエル電池、
マンガン乾電池、アルカリマンガン乾電池、リチウム電
池、ギブスの自由エネルギー）
11　二次電池の種類と構造（鉛蓄電池、ニッケル・カドミ
ウム電池、ニッケル・水素電池、リチウムイオン二次電
池、ナトリウム・硫黄電池、亜鉛・塩素電池、充放電特性
と寿命、エネルギー容量と効率）
12 電池の諸特性と電気二重層キャパシタ（時間率、重量
効率、体積効率、アンペア時効率）
13　燃料電池（原理、種類と特徴、燃料改質装置、発電プ
ラント、自動車）
14　放電プラズマの発生と利用（ガス放電プラズマ現象、
オゾナイザー、半導体ドライプロセス）
15　講義の重点事項に関する総括テストとその解答説明

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、電気主任技術者（電験）、エネルギー管理
士、技術士等の受験者は必須の試験科目内容である。数値
計算を講義中に求めることがあるので関数電卓は常に持参
すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

早苗勝重 著：エネルギー管理士徹底マスター電力応用
（オーム社）：定価3,200円（税抜）、ISBN 4-274-22127-9

◎－－－　参考書　－－－◎

オーム社編：エネルギー管理士実戦問題電力応用（オーム
社）ISBN 4-274-20237-7
泉・石川・片倉・青井・長尾 共著：基礎からわかる電気
化学（森北出版）ISBN 4-627-24542-6
森本雅之 著：電気エネルギー応用工学（森北出版）ISBN
4-627-77531-2
吉江清 著：電気応用（改訂版）（電気学会）ISBN
4-88686-167-9
新井・飯田・早苗 共著：電験二種徹底マスター機械（オ
－ム社）ISBN 4-274-22130-9
小林・平田・大谷・家村 共著：絵とき電験三種完全マス
ター機械（オーム社）ISBN 4-274-16660-0
西嶋・末廣 共著：電気エネルギ－工学概論（朝倉書店）
ISBN 4-254-22908-0



2019-7020000137-01応用電気化学大意

高村　紀充

◎電気:A-1,C-1,C-2

1.電気化学反応を数値計算できる。　(A-1)

2.各種電池および電気分解の原理、構造、特性、工業的利用技術を説明でき
る。　(A-1)

3.発電・電気化学プラントでの有害物質除去工程と生産工程を説明できる。　
(A-1)

4.講義で与えられる課題に対し、レポート提出を積極的かつ継続的に行うこと
ができる。　(C-1)

5.機能性材料、環境有害物質、電気腐食と電気防食等について、種類や性質を
自ら調べてレポートを作成できる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000204-01基礎電気工学

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、住吉谷覚、西嶋喜代人、西田貴司、花井正広、孟　志奇、江田孝治、小浜輝彦、松岡毅

◎－－－　概要　－－－◎

電気工学を学ぶ上で基礎となる電気回路および電気磁気学の中から厳選さ
れた項目について、少人数クラスでの講義と演習を通じて理解を深める。
企業で従事してきた研究の実務経験から，電気工学を学ぶための基礎知識
と取り組み方について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気回路において、電圧・電流・電力の概念を理解し、説明できる。(知
識・理解)

電気回路において抵抗・インダクタ・コンデンサの挙動を説明できる。
(知識・理解)

オームの法則を理解し、基本的な電気回路を解析できる。(技能)

交流回路における電圧・電流の実効値・平均値の計算やフェーザ表示でき
る。(技能)

点電荷による電界をベクトル的解析できる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

講義演習を６割，最終確認演習を４割として100点満点で総合評価し、60
点以上の者を合格とする。ただし、講義演習評価において7割に達しない
者あるいは最終確認演習評価において６割に達しない者は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電気工学科編の「基礎電気工学 基本演習問題集」を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

電気磁気学Ⅰ、Ⅱテキスト（電気学会編:「基礎電磁気学」 （オーム
社））
電気回路Ⅰ、Ⅱテキスト（中村正孝・沖根光夫・重広孝則:「電気・電子
工学テキストシリーズ３　電気回路」　（朝倉書店））
エレクトロニクス教育研究会編:「よくわかる電気と数学入門編」（森北
出版）
大熊一正・水野明夫:「考え方・解き方電気基礎上」（オーム社）
内藤喜之:「電気・電子基礎数学」（電気学会）
香月和男:「初歩の電気物理読本」（オーム社）
石川静一:「改訂電気磁気学演習」（学献社）
松元崇:「改訂電気回路演習」（学献社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

科学計算用電卓を必ず持参のこと。

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

教員と学生との触れ合いやディスカッションを大切にするため、十数人の
学生を一人の教員が担当するという少人数教育を実施して講義形式を演習
主体として、学生が基本事項を徹底的にマスターできるよう重点的に個別
指導を行う。
　授業は別表に従って進めるが、各講義時間ではまず、基本事項を説明
し、関連する共通問題が３０分程度で演習される。演習の後、各演習問題
に対する解答が学生の質問を受けながら教員から提示される。これら共通
の指導項目の他に、学生は日頃から疑問に思うことや理解が困難である項
目について、教員に質問することもできる。また、教員からの質問に対し
て、的確に回答できるよう、普段から多くの演習問題を解くことが要求さ
れる。
　授業計画は以下の通りであるが、状況に応じて内容を変更することがあ
る。また、期別を越えて、学内外でのセミナー、見学会、宿泊研修などが
提案されることもある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.講義概要および諸注意
2.直流回路のオームの法則と電圧降下
3.幾何学的抵抗と電気抵抗
4.直流回路でのコイルに蓄えられるエネルギー
5.直流回路でのコンデンサに蓄えられるエネルギー
6.交流電圧、電流の実効値と平均値
7.交流回路とフェーザ表示
8.交流回路の電圧方程式と電圧、電流フェーザ図
9.インピーダンスとアドミタンス
10.交流の瞬時値と実効値
11.交流の無効電力と有効電力
12.フェーザ図とベクトル図
13.位置ベクトルと単位方位ベクトル
14.点電荷による電位と電界
15.まとめ・確認

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

電気回路、物理、電磁気学の基本的内容である。授業の内
容に応じて自分の達成レベルを確認しながら、自宅学習を
行うこと（60分）。ここで100％理解できないと、2年次以
降講義についていけなくなることを認識し、電気回路演習
と電気磁気学演習に取り組むこと。



2019-7020000204-01基礎電気工学

根葉　保彦、住吉谷覚、西嶋喜代人、西田貴司、花井正広、孟　志奇、江田孝治、小浜輝彦、松岡毅

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.電気回路において、電圧・電流・電力の概念を理解し、説明できる。　(A-1)

2.電気回路において抵抗・インダクタ・コンデンサの挙動を説明できる。　
(A-1)

3.オームの法則を理解し、基本的な電気回路を解析できる。　(B-1)

4.交流回路における電圧・電流の実効値・平均値の計算やフェーザ表示でき
る。　(B-1)

5.点電荷による電界をベクトル的解析できる。　(B-1)

6.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

7.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000190-01技術者倫理・安全管理

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ技術者倫理と安全管理の学習が必要とされるか。専門技術者は公衆
（専門知識のない一般人）の福利を最優先に考える必要がある。企業という
組織の中で働く技術者は組織の利益を求める事になるが、公衆の安全を守る
責務に反した行動をおこなうことで社会批判にさらされ、遂には組織の解散
を余儀なくされる場合がある。国家資格である技術士（電気電子部門）の一
次試験では、技術者倫理に関する「適性科目」が課せられるほど重要な項目
である。また、専門技術者としてものづくりに係わる場合、リスク管理と安
全教育、そして製造物責任法（ＰＬ法）等の法律の知識が必要である。
　このような技術者の取り巻く状況において、組織の利益、公衆の安全確
保、リスク管理、危機管理について企業において従事してきた実務経験を活
かし、資料を用いて討論することで正しい判断ができるように理解を深め
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

安全とリスクの大きさを数値的に評価することができる。(知識・理解)

倫理的な判断ができるようになる。(知識・理解)

技術者倫理に照らし、自ら判断し行動ができる。(態度・志向性)

他の学生の発表に対して理解を深めるための質問をすることができる。(態
度・志向性)

課題に適合した分かりやすい発表をすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　重点メモの配布、事前調査項目の発表、討論形式の導入等で、専門技術者
が有する倫理的判断の必要性と具体的な方法を中心に講義を展開する。
　特に、技術者倫理に関係した具体的事例の検証が中心となる。さらに、リ
スクと危機管理についても討論の中で明らかにする。

◎－－－　成績の評価基準　－－－◎

　技術者倫理・安全管理に関する事例を理解したか、並びに予め与えられた
課題に対し自ら考える思考力の向上と、技術者の行動規範と危機管理の対応
力に繋げているかを評価する。
　課題の調査・PPTを用いての発表で20%、他の学生の発表に対する質疑、
討論時の意見表明等の状況を30%で評価し、技術者倫理・安全管理に関する
内容の理解に関して定期試験で50%とし、100点満点に換算し、60点以上を合
格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。
　重点メモや各自に課せられた調査等を活用します。普段から技術関連事故
に関する記事を新聞より抽出し、講義の内容に照らして考える訓練の教材と
して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

中村昌充　著：技術者倫理とリスクマネジメント（オ－ム社）定価2000円、
ISBN978-4-274-06872-0
オ－ム社　編：完全突破技術士一次試験（オ－ム社）定価2700円、
ISBN978-4-274-94891-9
道上　勉、向坊政男：信頼性・安全性工学（オ－ム社）定価3200円、
ISBN978-4-274-20754-9
電気学会倫理委員会　：技術者倫理事例集（電気学会）定価600円、
ISBN978-4-88686-278-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　技術者倫理に反する行為によって起こった重大事故・事件の事例を検証
し、問題点を抽出して、対応策を見出すことが学習の対象となる。課題の調
査では、その背景、直接的原因、対処方法、及び　何が本質的な問題である
かを明確にして発表すること。
　将来、プラント・エンジニアリング、電気設備、製造メ－カ－の技術者に
は必須の科目内容である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．技術者倫理・安全管理をなぜ学ぶのか
２．科学技術と倫理
３．環境と倫理
４．科学技術のリスク
５．リスク管理、危機管理、安全確保
６．電気用品安全法、製造物責任法
７．安全教育の重要性と電気作業安全
８．運搬作業安全、高所作業安全
９．津波と洞察力
１０．無作為と倫理
１１．データ偽装と倫理
１２．データねつ造と倫理
１３．技術流出と倫理
１４．不正と倫理
１５．総括と意見交換

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の関連事項に対して、文献を調査して学習を深める
と共に、日頃より新聞を読み、事件が発生した理由等を倫
理面から考えること。（60分）
　また、課題調査をおこないその結果を口頭発表してもら
います。発表はパワーポイント（PPT）で作成し、それを
プロジェクタで投影しておこなう。分かりやすいPPTを作
成すること。（発表前120分）
　安全管理に関しては失敗学会のホームページで授業で取
り上げる項目以外の勉強もしてください。（30分）
http://www.shippai.org/fkd/index.php



2019-7020000190-01技術者倫理・安全管理

花井　正広

◎電気:A-1,A-4,C-1,C-2

1.安全とリスクの大きさを数値的に評価することができる。　(A-1)

2.倫理的な判断ができるようになる。　(A-4)

3.技術者倫理に照らし、自ら判断し行動ができる。　(C-1)

4.他の学生の発表に対して理解を深めるための質問をすることができる。　
(C-1)

5.課題に適合した分かりやすい発表をすることができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000075-01高電圧工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　高電圧はUHV送電(100万V級の送電）、静電植毛、さらに遺伝
子工学で行われる誘電泳動に用いられるなど多方面で重要となっ
ている。
　これらの高電圧を利用する全ての電気機器は、その充電部分を
電気的に必ず絶縁しなければならない。その絶縁物が放電するな
どして発生する絶縁破壊は、電気機器にとって致命的な故障とな
る。高電圧工学は高電圧印加に伴う絶縁破壊現象を解明し、また
合理的な絶縁設計をするための重要な科目である。
　本講義では高電圧の発生、測定および各種絶縁材料の絶縁破壊
現象、及び　複合絶縁の構成・破壊電圧について、企業において
従事してきた実務経験を活かして講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

放電の基礎課程について説明できる。(知識・理解)

固体、液体、気体、真空の絶縁破壊現象について説明できる。(知
識・理解)

高電圧の発生方法について説明できる。(知識・理解)

高電圧の測定方法について説明でき、分圧比を計算できる。(技能)

複合絶縁構成での基礎的な破壊電圧を求められる。(技能)

疑問に思ったことを積極的に質問できる。(態度・志向性)

私語をすることなく講義を集中して聞くことができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業方法　－－－◎

　授業中、指名して質問する対話形式での講義をおこなう。質問
する時間を適時設けるので、その際に質問をおこなうこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　高電圧の発生、測定の方法を理解しているか、ならびに、放電
の基礎、絶縁設計に必要な絶縁破壊現象の知識を習得し、複合絶
縁構成の破壊電圧が求められるかを評価基準とする。
　定期試験で上記項目に関する内容を出題し60点以上を合格とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

河野照哉著、新版高電圧工学(朝倉書店)、1994/09出版、3564円(税
込)、ISBN:9784254225440

◎－－－　参考書　－－－◎

高電圧工学　ISBN 978-4886862372

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　必修科目では無いが、電気主任技術者を目指す人は必要な知識
です。
　講義中は内容に集中し、指名されなくても質問の回答を考える
習慣をつけられるように努力すること。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命
じます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　高電圧の定義、感電、高電圧の用途
２　高電圧の発生方法（交流、直流、インパルス）
３　高電圧の測定方法（分圧器、球ギャップ、静電電圧
計）
４　雷現象と気体放電、雷の分類、風力発電機への被害
５　送電系統、絶縁協調、高電圧送変電機器
６　高電圧試験、規格
７　電界解析、等位電線、電界制御
８　気体の性質、電離、付着、移動度、拡散
９　気体放電、タウンゼント理論、ストリーマ理論
１０　コロナ放電、火花放電、パッシェンの法則
１１　定常気体放電、グロー放電、アーク放電
１２　液体の電気伝導、液体の絶縁破壊
１３　固体の誘電的性質、固体の電気伝導、固体の絶縁破
壊
１４　ボイド放電、トリー放電、沿面放電
１５　複合絶縁、複合絶縁の破壊電圧

◎－－－　授業時間外の学習　－－－◎

復習として、専門用語および高電圧発生装置並びに測定方
法の回路の動作原理を理解し、図示して説明できるように
しておくこと。（90分）



2019-7020000075-01高電圧工学

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.放電の基礎課程について説明できる。　(A-1)

2.固体、液体、気体、真空の絶縁破壊現象について説明できる。　(A-1)

3.高電圧の発生方法について説明できる。　(A-2)

4.高電圧の測定方法について説明でき、分圧比を計算できる。　(B-1)

5.複合絶縁構成での基礎的な破壊電圧を求められる。　(B-1)

6.疑問に思ったことを積極的に質問できる。　(C-1)

7.私語をすることなく講義を集中して聞くことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000036-02コンピュータ基礎Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「コンピュータ基礎Ⅰ」では、「情報リテラシー」つまり
「情報活用能力」を身につけることに主眼を置く。現代の情報
化社会においては、コンピュータを自分の思い通りに操作し、
活用できるかどうかが非常に重要である。そのため、この講義
では「コンピュータの基礎」、「Officeソフトの使い方」、
「情報の基礎理論」の3つのテーマを設けて講義を行う。
　まず「コンピュータの基礎」では、電気マルチメディア室お
よびPCの使用方法について説明し、福岡大学が提供している
DHCP情報コンセントなどの使い方を習得する。さらに電気工
学科で独自に提供しているネットワークサービスのユーザー登
録と使い方の説明も行う。また、日常的に使用しているイン
ターネットがどのような仕組みで動いているかを知り、情報モ
ラルと情報セキュリティについて学ぶ。次に「Officeソフトの
使い方」では、実験レポートを作成する際に必要なOfficeソフ
トの使い方を習得する。最後に、「情報の基礎理論」では、コ
ンピュータの内部で数値や文字をどのように表現し、演算して
いるかを学ぶ。
　企業においてソフトウェア製品の開発に従事してきた実務経
験を活かし、情報リテラシーに必要不可欠な知識について講義
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータ内部の数値表現や論理演算について理解し説明で
きる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

講義ノートや教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回の講義で行う課題を復習すること。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

コンピュータ内部での数値表現や論理演算などについて理解で
きているかを評価の基準とする。
定期試験の成績を100%として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

情報リテラシー 改訂版 Windows 10/Office 2016（富士通エフ・
オー・エム株式会社 (著)、FOM出版、2,000円（税別）、2018
年、ISBN:978-4-86510-344-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　1回目の講義で、電気工学科が独自に提供しているネット
ワークシステムへのユーザー登録を行い、使い方を説明するの
で必ず出席をすること。
　3～9回目の講義では、テキストを見ながら演習を行うため、
必ずテキストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

[コンピュータの基礎]
1.　コンピュータの基本操作
2.　情報モラルと情報セキュリティ

[Officeソフトの使い方]
3.　文書作成（基礎）
4.　文書作成（応用）
5.　表計算（基礎）
6.　表計算（応用1）
7.　表計算（応用2）
8.　プレゼンテーション（基礎）
9.　プレゼンテーション（応用）

[情報の基礎理論]
10.　基数変換
11.　数値表現
12.　シフト演算
13.　文字コード
14.　論理演算
15.　まとめ



2019-7020000036-02コンピュータ基礎Ⅰ「TE-b」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.コンピュータ内部の数値表現や論理演算について理解し説明できる。　(B-1)

2.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

3.講義ノートや教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000036-01コンピュータ基礎Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「コンピュータ基礎Ⅰ」では、「情報リテラシー」つまり
「情報活用能力」を身につけることに主眼を置く。現代の情報
化社会においては、コンピュータを自分の思い通りに操作し、
活用できるかどうかが非常に重要である。そのため、この講義
では「コンピュータの基礎」、「Officeソフトの使い方」、
「情報の基礎理論」の3つのテーマを設けて講義を行う。
　まず「コンピュータの基礎」では、電気マルチメディア室お
よびPCの使用方法について説明し、福岡大学が提供している
DHCP情報コンセントなどの使い方を習得する。さらに電気工
学科で独自に提供しているネットワークサービスのユーザー登
録と使い方の説明も行う。また、日常的に使用しているイン
ターネットがどのような仕組みで動いているかを知り、情報モ
ラルと情報セキュリティについて学ぶ。次に「Officeソフトの
使い方」では、実験レポートを作成する際に必要なOfficeソフ
トの使い方を習得する。最後に、「情報の基礎理論」では、コ
ンピュータの内部で数値や文字をどのように表現し、演算して
いるかを学ぶ。
　企業においてソフトウェア製品の開発に従事してきた実務経
験を活かし、情報リテラシーに必要不可欠な知識について講義
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータ内部の数値表現や論理演算について理解し説明で
きる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

講義ノートや教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回の講義で行う課題を復習すること。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

コンピュータ内部での数値表現や論理演算などについて理解で
きているかを評価の基準とする。
定期試験の成績を100%として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

情報リテラシー 改訂版 Windows 10/Office 2016（富士通エフ・
オー・エム株式会社 (著)、FOM出版、2,000円（税別）、2018
年、ISBN:978-4-86510-344-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　1回目の講義で、電気工学科が独自に提供しているネット
ワークシステムへのユーザー登録を行い、使い方を説明するの
で必ず出席をすること。
　3～9回目の講義では、テキストを見ながら演習を行うため、
必ずテキストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

[コンピュータの基礎]
1.　コンピュータの基本操作
2.　情報モラルと情報セキュリティ

[Officeソフトの使い方]
3.　文書作成（基礎）
4.　文書作成（応用）
5.　表計算（基礎）
6.　表計算（応用1）
7.　表計算（応用2）
8.　プレゼンテーション（基礎）
9.　プレゼンテーション（応用）

[情報の基礎理論]
10.　基数変換
11.　数値表現
12.　シフト演算
13.　文字コード
14.　論理演算
15.　まとめ



2019-7020000036-01コンピュータ基礎Ⅰ「TE-a」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.コンピュータ内部の数値表現や論理演算について理解し説明できる。　(B-1)

2.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

3.講義ノートや教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000071-01情報処理Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅰ」では、世界中で最も使用されているプログラ
ミング言語の一つであるC言語について学習する。C言語の歴
史は古く、1970年代に登場し、システムやアプリケーションソ
フトの記述言語として長く用いられている。そのため、その後
誕生したプログラミング言語の多くもC言語の影響を受けてい
る。このようにC言語は最も基本的なプログラミング言語の一
つであるため、C言語を学ぶことはプログラミングの学習にお
いて重要である。
　現在使われている電気製品のほとんどがコンピュータで制御
されており、企業などの製品開発の現場でもプログラミングは
必須の技術となっている。
　C言語の特徴の一つとして言語仕様のコンパクトさがあげら
れるが、非常に奥が深い言語であり、自由に使いこなせるよう
になるためにはかなりの知識が必要である。そのような知識を
身につけるために、この講義ではC言語の全体像を学習し、自
らの力でプログラムを作成できるようになることを目指す。
　企業においてソフトウェア開発に従事してきた経験を活か
し、C言語のプログラミングに必要な知識などについて講義し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価の基準および方法　－－－◎

C言語の知識を有し、C言語でプログラムを作成できるかを評
価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Cの絵本 第2版 C言語が好きになる新しい9つの扉　（株式会社
アンク (著)、翔泳社、2016年、1,380円＋税、ISBN:
978-4-7981-5038-3）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 基本的なプログラム(1)
2. 基本的なプログラム(2)
3. 演算子
4. if文、for文
5. while文、switch文
6. 配列
7. ポインタ
8. 関数(1)
9. 関数(2)
10. ファイルの入出力(1)
11. ファイルの入出力(2)
12. 構造体(1)
13. 構造体(2)
14. プログラムの構成
15. マクロ



2019-7020000071-01情報処理Ⅰ「TE-a」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成することができ
る。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3.教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000071-02情報処理Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅰ」では、世界中で最も使用されているプログラ
ミング言語の一つであるC言語について学習する。C言語の歴
史は古く、1970年代に登場し、システムやアプリケーションソ
フトの記述言語として長く用いられている。そのため、その後
誕生したプログラミング言語の多くもC言語の影響を受けてい
る。このようにC言語は最も基本的なプログラミング言語の一
つであるため、C言語を学ぶことはプログラミングの学習にお
いて重要である。
　現在使われている電気製品のほとんどがコンピュータで制御
されており、企業などの製品開発の現場でもプログラミングは
必須の技術となっている。
　C言語の特徴の一つとして言語仕様のコンパクトさがあげら
れるが、非常に奥が深い言語であり、自由に使いこなせるよう
になるためにはかなりの知識が必要である。そのような知識を
身につけるために、この講義ではC言語の全体像を学習し、自
らの力でプログラムを作成できるようになることを目指す。
　企業においてソフトウェア開発に従事してきた経験を活か
し、C言語のプログラミングに必要な知識などについて講義し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価の基準および方法　－－－◎

C言語の知識を有し、C言語でプログラムを作成できるかを評
価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Cの絵本 第2版 C言語が好きになる新しい9つの扉　（株式会社
アンク (著)、翔泳社、2016年、1,380円＋税、ISBN:
978-4-7981-5038-3）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 基本的なプログラム(1)
2. 基本的なプログラム(2)
3. 演算子
4. if文、for文
5. while文、switch文
6. 配列
7. ポインタ
8. 関数(1)
9. 関数(2)
10. ファイルの入出力(1)
11. ファイルの入出力(2)
12. 構造体(1)
13. 構造体(2)
14. プログラムの構成
15. マクロ



2019-7020000071-02情報処理Ⅰ「TE-b」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成することができ
る。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3.教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000072-01情報処理Ⅱ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅱ」では、C言語を用いた実践的なプログラミン
グとそれに必要なアルゴリズムの習得を目指す。
　C言語は、「コンピュータ基礎Ⅱ」や「情報処理Ⅰ」で学ん
だように、世界中で最も利用されているプログラミング言語の
一つであり、コンピュータのハードウェアを直接操作する制御
分野や組み込みシステムの分野でよく用いられている。これに
対してアルゴリズムは実際にプログラムを作成するときの考え
方であり、何らかの問題を解くために必須の知識となる。よっ
てアルゴリズムそのものはプログラミング言語に依存しない。
　この授業の前半では、アルゴリズムを勉強するための前提と
してC言語の復習を行う。「情報処理Ⅰ」の授業内容と重なる
部分も多々あるが、まずは自分の力でC言語のプログラムを書
けるようになることを目指す。そして授業の後半では、プログ
ラムを作成するための考え方とアルゴリズムの基礎ついて勉強
し、アルゴリズムを用いて問題を解決するためのプログラムを
作成できるようになることを目指す。
　以上のことを企業においてソフトウェアの開発に従事してき
た実務経験を活かして講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラ
ムを作成することができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

C言語とアルゴリズムの知識を有し、アルゴリズムを使ってプ
ログラムを作成できるかを評価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

アルゴリズムの絵本 第2版 プログラミングが好きになる新しい
9つの扉　（株式会社アンク (著)、 翔泳社、2019年、1,780円＋
税、ISBN: 978-4-7981-5937-9）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. C言語の基礎(1)
2. C言語の基礎(2)
3. C言語の基礎(3)
4. 基本的な制御
5. 制御の活用(1)
6. 制御の活用(2)
7. 関数の利用(1)
8. 関数の利用(2)
9. 問題への取り組み方
10. 実践的プログラミング
11. テキストエディタの作成
12. 高度なアルゴリズム(1)
13. 高度なアルゴリズム(2)
14. ソートとサーチ(1)
15. ソートとサーチ(2)



2019-7020000072-01情報処理Ⅱ「TE-a」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3.教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000072-02情報処理Ⅱ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅱ」では、C言語を用いた実践的なプログラミン
グとそれに必要なアルゴリズムの習得を目指す。
　C言語は、「コンピュータ基礎Ⅱ」や「情報処理Ⅰ」で学ん
だように、世界中で最も利用されているプログラミング言語の
一つであり、コンピュータのハードウェアを直接操作する制御
分野や組み込みシステムの分野でよく用いられている。これに
対してアルゴリズムは実際にプログラムを作成するときの考え
方であり、何らかの問題を解くために必須の知識となる。よっ
てアルゴリズムそのものはプログラミング言語に依存しない。
　この授業の前半では、アルゴリズムを勉強するための前提と
してC言語の復習を行う。「情報処理Ⅰ」の授業内容と重なる
部分も多々あるが、まずは自分の力でC言語のプログラムを書
けるようになることを目指す。そして授業の後半では、プログ
ラムを作成するための考え方とアルゴリズムの基礎ついて勉強
し、アルゴリズムを用いて問題を解決するためのプログラムを
作成できるようになることを目指す。
　以上のことを企業においてソフトウェアの開発に従事してき
た実務経験を活かして講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラ
ムを作成することができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

 教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習） 　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

C言語とアルゴリズムの知識を有し、アルゴリズムを使ってプ
ログラムを作成できるかを評価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

アルゴリズムの絵本 第2版 プログラミングが好きになる新しい
9つの扉　（株式会社アンク (著)、 翔泳社、2019年、1,780円＋
税、ISBN: 978-4-7981-5937-9）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. C言語の基礎(1)
2. C言語の基礎(2)
3. C言語の基礎(3)
4. 基本的な制御
5. 制御の活用(1)
6. 制御の活用(2)
7. 関数の利用(1)
8. 関数の利用(2)
9. 問題への取り組み方
10. 実践的プログラミング
11. テキストエディタの作成
12. 高度なアルゴリズム(1)
13. 高度なアルゴリズム(2)
14. ソートとサーチ(1)
15. ソートとサーチ(2)



2019-7020000072-02情報処理Ⅱ「TE-b」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3. 教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000206-01卒業論文

 期別：集中通年　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、住吉谷覚、西嶋喜代人、西田貴司、花井正広、孟　志奇、江田孝治、小浜輝彦、松岡毅

◎－－－　概要　－－－◎

卒業論文は３年生までに学んだことを基礎として、具体的研究
テーマについて自ら研究し、論文という形で成果を報告するも
ので学生生活の一つの区切りとして位置付けられる重要なもの
である。企業での研究開発に従事してきた実務経験から，実事
例を参考にして研究開発に必要な知識と考え方について講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

提示された特定の専門的な研究において、原理や内容および装
置・素子の挙動を説明できる。(知識・理解)

関連実験を行い、各種法則及び現象に基づき実験結果を説明で
きる。(知識・理解)

実験データについて、理論的見地から整理・解釈することがで
き、論文作成や成果の報告などが行える知識や技術を身につけ
る。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　成績の評価基準および方法　－－－◎

卒業論文の提出時期は年度毎に多少異なるが、１月末頃となっ
ている。卒業研究が終了した時点で研究発表会が行われ、論文
の内容と合わせて成績評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

研究テ－マによって、実験、計算機シミュ－レ－ション、製作
等が計画的に進められ、多くの時間はデ－タ整理と考察に費や
される。よって、研究テ－マを遂行するには自宅と研究室での
予習と復習が必須である（60分）。

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

授業方法や計画は教員および研究によって異なり、テーマ決定
後、担当教員の指示に従って研究を進めることになる。
　研究テーマは毎年度変わり、その紹介はテーマ選択前に行わ
れるので学生諸君はそれを聞いて選択、決定する。研究テーマ
選択は基本的には学生の自主性にまかされているが、各実験室
（ゼミ）の受入れ人数は均等であることを原則としているの
で、希望人員に著しい偏りがあるときは調整が行われる。４月
中旬には全員の研究テーマが決定する。
　各実験室での昨年度の卒業論文研究テーマは以下の通りであ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

•応用電気　　住吉谷教授
1.電気光学効果を用いた電界計測手法の研究
2.磁気光学効果を用いた磁界計測手法の研究

•電力　　西嶋教授
1.バリア放電が与える誘電体遮蔽板の電気破壊性能向上の
検討
2.放電プラズマの分光法による精密な温度分布計測
3.直流高電圧下の固体絶縁体表面の帯電とその電荷減衰メ
カニズムの研究
4.大気圧放電プラズマ応用のための荷電粒子スウォームパ
ラメータ計測

•電子工学　　西田教授
1.環境発電(エネルギーハーベスティング)の研究2.ナノテク
ノロジ、原子レベル技術による新しい電子材料
3.省資源・省エネな薄膜トランジスタ・メモリ・センサ等
の研究

•パワーエレクトロニクス　　根葉教授
1.二相出力PWM電流形インバータによる単相誘導機駆動
2.デュアル三相PWM電流形インバータによる誘導機駆動シ
ステム
3.三相PWM電流形インバータの共振抑制制御

•電気材料　　花井教授
1.風力発電機ブレード耐雷保護の研究
2.超純水絶縁媒体の研究
3.ナノバブル絶縁油の研究
4.３D造形・ZnO添加エポキシの研究

•電気情報　　孟教授
1.AIを用いたコンクリート診断に関する研究
2.電磁界シミュレーションの高速化に関する検討

•画像処理　　江田准教授
1.機械学習を用いた異なるフォントの文字認識
2.顔写真のQRコード変換による顔認証システム
3.画像の位相情報を用いたパスワード文字列生成法
4.深層学習を用いた印刷画像への情報埋め込み
5.自動ロボットのための深層学習を用いた画像認識

•電気回路　　小浜准教授
1.電気自動車、電子機器用双方向コンバータの開発
2.新型半導体デバイスの高速駆動回路
3.スイッチング電源を用いた双方向電力線通信
4.近接・接触センサの開発

•自動制御　　松岡准教授
1.自律移動ロボットのための要素技術開発
2.制御工学に基づくヒトと環境にやさしいシステムの開発



2019-7020000206-01卒業論文

根葉　保彦、住吉谷覚、西嶋喜代人、西田貴司、花井正広、孟　志奇、江田孝治、小浜輝彦、松岡毅

◎電気:A-1,A-3,B-3,C-1,C-2

1.提示された特定の専門的な研究において、原理や内容および装置・素子の挙
動を説明できる。　(A-1)

2.関連実験を行い、各種法則及び現象に基づき実験結果を説明できる。　(A-3)

3.実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、論文作成
や成果の報告などが行える知識や技術を身につける。　(B-3)

4.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

5.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000149-02電気基礎実験Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気工学の学習には、講義を主体とする理論の探求ととも
に、実験による理論の実証も重要である。電気基礎実験Ⅰは電
気工学専門教育における最初の実験科目となる。そこで電気工
学に関する基礎的な理論の実証を中心に実験を行い、基本的な
専門技術と測定したデータの分析・考察や実験レポートの書き
方などのテクニックを身につけることを目的とする。また、一
部の実験では電気関連の実務経験も教育に活かしている。
　実験のテーマは授業計画に示した通りである。科目登録者は
グループを組んで実験を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。(知
識・理解)

電源・電流計などの装置を使うことができる。(技能)

キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用い
て実験結果を説明できる。(知識・理解)

測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成すること
ができる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　実験をする前に実験指導書をよく読んで、内容を把握してお
くことが重要であり、このことを目的として事前に予習報告書
を作成し（90分）、実験の時に提出することにしている。予習
報告書を提出しなければ実際に実験に取り掛かることができな
い。
　実験後実験報告書を作成し（90分）、指定された期日までに
提出しなければならない。報告書を実験担当者が読み、誤り・
不備等を指摘して再提出をしてもらうこともある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「積極的に取り組むことができるか」、「実験装置を正しく
使うことができるか」、「測定法や実験結果を正確に説明でき
るか」、「実験データを正しく分析・考察できるか」を評価基
準とする。実験への取り組みと実験レポートの内容（90%）及
び実技テスト（10%）をもって評価する。全出席・全提出が原
則であり、欠席した場合は補講を受けなければならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリント。

◎－－－　授業計画　－－－◎

直流回路の特性と装置の内部抵抗
抵抗の測定（１）
抵抗の測定（２）
直流電圧計・電流計（１）
直流電圧計・電流計（２）
直流電位差計（１）
直流電位差計（２）
ブリッジ法による抵抗の測定（１）
ブリッジ法による抵抗の測定（２）
キルヒホッフの法則（１）
キルヒホッフの法則（２）
テブナンの定理とノートンの定理（１）
テブナンの定理とノートンの定理（２）
各種半導体素子の特性（１）
各種半導体素子の特性（２）
 

◎－－－　URL　－－－◎

科目登録者用成績確認HP
(http://ce.tec.fukuoka-u.ac.jp/Courses/BasicExperiment1/ES/)



2019-7020000149-02電気基礎実験Ⅰ「TE-b」

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。　(A-1)

2.電源・電流計などの装置を使うことができる。　(B-2)

3.キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用いて実験結果を
説明できる。　(A-3)

4.測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成することができる。　
(B-3)

5.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

6.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000149-01電気基礎実験Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気工学の学習には、講義を主体とする理論の探求ととも
に、実験による理論の実証も重要である。電気基礎実験Ⅰは電
気工学専門教育における最初の実験科目となる。そこで電気工
学に関する基礎的な理論の実証を中心に実験を行い、基本的な
専門技術と測定したデータの分析・考察や実験レポートの書き
方などのテクニックを身につけることを目的とする。また、一
部の実験では電気関連の実務経験も教育に活かしている。
　実験のテーマは授業計画に示した通りである。科目登録者は
グループを組んで実験を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。(知
識・理解)

電源・電流計などの装置を使うことができる。(技能)

キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用い
て実験結果を説明できる。(知識・理解)

測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成すること
ができる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　実験をする前に実験指導書をよく読んで、内容を把握してお
くことが重要であり、このことを目的として事前に予習報告書
を作成し（90分）、実験の時に提出することにしている。予習
報告書を提出しなければ実際に実験に取り掛かることができな
い。
　実験後実験報告書を作成し（90分）、指定された期日までに
提出しなければならない。報告書を実験担当者が読み、誤り・
不備等を指摘して再提出をしてもらうこともある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「積極的に取り組むことができるか」、「実験装置を正しく
使うことができるか」、「測定法や実験結果を正確に説明でき
るか」、「実験データを正しく分析・考察できるか」を評価基
準とする。実験への取り組みと実験レポートの内容（90%）及
び実技テスト（10%）をもって評価する。全出席・全提出が原
則であり、欠席した場合は補講を受けなければならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリント。

◎－－－　授業計画　－－－◎

直流回路の特性と装置の内部抵抗
抵抗の測定（１）
抵抗の測定（２）
直流電圧計・電流計（１）
直流電圧計・電流計（２）
直流電位差計（１）
直流電位差計（２）
ブリッジ法による抵抗の測定（１）
ブリッジ法による抵抗の測定（２）
キルヒホッフの法則（１）
キルヒホッフの法則（２）
テブナンの定理とノートンの定理（１）
テブナンの定理とノートンの定理（２）
各種半導体素子の特性（１）
各種半導体素子の特性（２）
 

◎－－－　URL　－－－◎

科目登録者用成績確認HP
(http://ce.tec.fukuoka-u.ac.jp/Courses/BasicExperiment1/ES/)



2019-7020000149-01電気基礎実験Ⅰ「TE-a」

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。　(A-1)

2.電源・電流計などの装置を使うことができる。　(B-2)

3.キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用いて実験結果を
説明できる。　(A-3)

4.測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成することができる。　
(B-3)

5.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

6.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000150-01電気基礎実験Ⅱ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気基礎実験Ⅰの続きであり、実験内容は、交流回路のベクトル軌跡、RLC回
路の共振、過渡現象、オシロスコープ、ダイオードとサイリスタ、論理回路、単
相交流回路の電力測定と力率、AC重ね合わせである。
　実験は授業計画にそって実施されるので、事前にテキストで予習し、内容を十
分に理解しておくこと。実験には積極的に関わり、疑問点等はその都度質問する
などして解消すること。また、データだけでなく、気付いた点もノートに記録す
ること。実験後は速やかにデータを整理し、気付いた点や疑問点等に対する考察
を行い、レポート作成に取り掛かること。
　企業において電気関係の業務に従事してきた実務経験を活かし、実際に携わっ
た事例などを説明しながら、実験に必要な知識や心構えについて講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

回路図を見て回路の結線ができる。(態度・志向性)

計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。(態度・志向性)

体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。(態度・志
向性)

RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができる。
(知識・理解)

RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算がで
き、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。(技能)

RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明でき、
過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。(技能)

交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位相関
係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。(技能)

オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力制御
特性について説明できる。(知識・理解)

真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。(態度・志向性)

皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。(知識・理解)

交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験前に課す予習レポートに加えて、事前学習として実験テキストの精読や予備
調査を欠かさず行うこと。(120分)
実験後には測定結果をまとめ、考察を行い、定められた期日までにレポートを提
出すること。（120分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　レポートについては、各実験テーマで理解すべき内容に基づいて考察等が記述
されているかを評価の基準とする。
　全ての実験への出席とレポートの提出を評価の前提とし、全てのレポートから
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学電気工学科編「電気基礎実験Ⅱ」（1回目に配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

電気回路、電気計測、電子回路等、関連分野のテキストを適宜参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　交流電源を用いることから危険を伴う可能性もあるので、指導員の説明等を十
分に聞いて、事故を起こさないように十分な注意と緊張感をもって実験をするこ
と。
　予習レポートを提出できない場合、10分以上の遅刻をした場合、服装規定を守
れていない場合は、当日の実験を受けることができない。その場合は指導員と相
談したうえで、後日再実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　実験における注意点
2,3.　交流回路のベクトル軌跡
4,5.　ＲＬＣ回路の共振
6,7.　過渡現象
8,9.　オシロスコープ
10,11.　ダイオードとサイリスタ
12.　論理回路
13.　単相交流回路の電力測定と力率
14.　AC重ね合わせ
15.　まとめ



2019-7020000150-01電気基礎実験Ⅱ「TE-a」

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.回路図を見て回路の結線ができる。　(C-2)

2.計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。　(C-2)

3.体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。　(C-1)

4.RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができ
る。　(A-1)

5.RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算が
でき、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。　
(B-3)

6.RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明で
き、過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。　(B-2)

7.交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位
相関係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。　
(B-3)

8.オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力
制御特性について説明できる。　(A-3)

9.真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。　(C-2)

10.皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。　(A-3)

11.交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明
できる。　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000150-02電気基礎実験Ⅱ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気基礎実験Ⅰの続きであり、実験内容は、交流回路のベクトル軌跡、RLC
回路の共振、過渡現象、オシロスコープ、ダイオードとサイリスタ、論理回
路、単相交流回路の電力測定と力率、AC重ね合わせである。
　実験は授業計画にそって実施されるので、事前にテキストで予習し、内容を
十分に理解しておくこと。実験には積極的に関わり、疑問点等はその都度質問
するなどして解消すること。また、データだけでなく、気付いた点もノートに
記録すること。実験後は速やかにデータを整理し、気付いた点や疑問点等に対
する考察を行い、レポート作成に取り掛かること。
　企業において電気関係の業務に従事してきた実務経験を活かし、実際に携
わった事例などを説明しながら、実験に必要な知識や心構えについて講義しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

回路図を見て回路の結線ができる。(態度・志向性)

計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。(態度・志向性)

体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。(態度・志
向性)

RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができ
る。(知識・理解)

RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算がで
き、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。(技能)

RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明で
き、過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。(技能)

交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位相
関係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。(技能)

オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力制
御特性について説明できる。(知識・理解)

真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。(態度・志向性)

皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。(知識・理解)

交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験前に課す予習レポートに加えて、事前学習として実験テキストの精読や予
備調査を欠かさず行うこと。(120分)
実験後には測定結果をまとめ、考察を行い、定められた期日までにレポートを
提出すること。（120分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　レポートについては、各実験テーマで理解すべき内容に基づいて考察等が記
述されているかを評価の基準とする。
　全ての実験への出席とレポートの提出を評価の前提とし、全てのレポートか
ら総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学電気工学科編「電気基礎実験Ⅱ」（1回目に配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

電気回路、電気計測、電子回路等、関連分野のテキストを適宜参考にするこ
と。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　交流電源を用いることから危険を伴う可能性もあるので、指導員の説明等を
十分に聞いて、事故を起こさないように十分な注意と緊張感をもって実験をす
ること。
　予習レポートを提出できない場合、10分以上の遅刻をした場合、服装規定を
守れていない場合は、当日の実験を受けることができない。その場合は指導員
と相談したうえで、後日再実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　実験における注意点
2,3.　交流回路のベクトル軌跡
4,5.　ＲＬＣ回路の共振
6,7.　過渡現象
8,9.　オシロスコープ
10,11.　ダイオードとサイリスタ
12.　論理回路
13.　単相交流回路の電力測定と力率
14.　AC重ね合わせ
15.　まとめ



2019-7020000150-02電気基礎実験Ⅱ「TE-b」

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.回路図を見て回路の結線ができる。　(C-2)

2.計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。　(C-2)

3.体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。　(C-1)

4.RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができ
る。　(A-1)

5.RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算が
でき、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。　
(B-3)

6.RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明で
き、過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。　(B-2)

7.交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位
相関係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。　
(B-3)

8.オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力
制御特性について説明できる。　(A-3)

9.真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。　(C-2)

10.皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。　(A-3)

11.交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明
できる。　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000031-01電気工学実験Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎－－－　概要　－－－◎

　「電気機器」の「変圧器」と「回転機」に関する実験を行う。「回
転機」では「直流機」と「交流機」の「誘導機」と「同期機」につい
て、また、「交流機」の回転速度制御に用いられる「インバータ」を
取り扱い、試験方法や特性計算方法を習得する。また，企業での設
計，施工などに従事してきた実務経験を活かし，実験の取り組みや方
法，報告書作成について指導する。
　別表に示す実験テーマについて、５から６人のグループに分かれて
行う。実験ではまず、機器と計器との配線から始め、指導教官の指示
に従って機器を運転する。グラフ用紙に必要なデータをプロットしな
がら特性を取り、本質的な誤りがないか確認しながら進める。実験を
行う機器については予め十分に原理等を理解しておく必要があり、参
考書を携帯しておくことが望ましい。全ての実験は４号館２階の「電
気工学学生実験室」で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。(知識・理解)

機器の実験方法と結果についてを説明できる。(知識・理解)

装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。(技能)

測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。(技能)

積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。(態度・志向性)

考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験を行う電気機器の原理や特性，実験方法などを十分に予習する。
実験後には，早めにレポートを作成し，実験内容やデータの再確認を
行う（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各実験テーマについて提出するレポート内容（グラフ，考察など）
で最終評価を行う。評価基準は「電気機器の構造や特性を説明でき
る」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「電気工学実験Ⅰ」（電気工学学生実験室）を初回の実験説明会の
際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「変圧器」、「回転機」については「電気機器Ⅰ、Ⅱ」の講義で使用
した
「First stage シリーズ 電気機器概論」、深尾監修 （実教出版）
「インバータ」については「パワーエレクトロニクス」の講義で使用
している
「パワーエレクトロニクス入門第３版」、小山・根葉・花本・山田 著
（朝倉書店）
「最新パワーエレクトロニクス入門」、小山・伊藤・花本・山田 著
（朝倉書店）
「パワーエレクトロニクス演習」、野中・岡田・小山・伊藤 著 （朝倉
書店）
　この他にも多くあるので、必要に応じて図書館で参照すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実験中は十分に注意して慎重に行動し、特に「回転機」の実験では
回転部分に巻き込まれないように服装にも気を付けること。また、取
り扱う電圧、電流が大きいので、指導教官の説明を十分に理解し、そ
の指示に従って実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　直流分巻電動機の負荷試験
２　直流複巻電動機の負荷試験
３　直流他励、分巻発電機の負荷試験
４　直流複巻発電機の負荷試験
５　単相変圧器の各種試験
６　単相変圧器の三相結線
７　三相誘導電動機の定数測定
８　三相誘導電動機の実負荷試験と円線図
９　巻線形三相誘導電動機の負荷試験
10　巻線形三相誘導電動機の比例推移
11　三相同期発電機の負荷試験
12　三相同期電動機の始動法
13　三相同期電動機の位相特性
14　インバータによる誘導機の速度制御
15　インバータによる誘導機の負荷特性



2019-7020000031-01電気工学実験Ⅰ「TE-a」

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。　(A-1)

2.機器の実験方法と結果についてを説明できる。　(A-3)

3.装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。　(B-2)

4.測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。　(B-3)

5.積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。　(C-1)

6.考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000031-02電気工学実験Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎－－－　概要　－－－◎

　「電気機器」の「変圧器」と「回転機」に関する実験を行う。「回
転機」では「直流機」と「交流機」の「誘導機」と「同期機」につい
て、また、「交流機」の回転速度制御に用いられる「インバータ」を
取り扱い、試験方法や特性計算方法を習得する。また，企業での設
計，施工などに従事してきた実務経験を活かし，実験の取り組みや方
法，報告書作成について指導する。
　別表に示す実験テーマについて、５から６人のグループに分かれて
行う。実験ではまず、機器と計器との配線から始め、指導教官の指示
に従って機器を運転する。グラフ用紙に必要なデータをプロットしな
がら特性を取り、本質的な誤りがないか確認しながら進める。実験を
行う機器については予め十分に原理等を理解しておく必要があり、参
考書を携帯しておくことが望ましい。全ての実験は４号館２階の「電
気工学学生実験室」で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。(知識・理解)

機器の実験方法と結果についてを説明できる。(知識・理解)

装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。(技能)

測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。(技能)

積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。(態度・志向性)

考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験を行う電気機器の原理や特性，実験方法などを十分に予習する。
実験後には，早めにレポートを作成し，実験内容やデータの再確認を
行う（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各実験テーマについて提出するレポート内容（グラフ，考察など）
で最終評価を行う。評価基準は「電気機器の構造や特性を説明でき
る」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「電気工学実験Ⅰ」（電気工学学生実験室）を初回の実験説明会の
際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「変圧器」、「回転機」については「電気機器Ⅰ、Ⅱ」の講義で使用
した
「First stage シリーズ 電気機器概論」、深尾監修 （実教出版）
「インバータ」については「パワーエレクトロニクス」の講義で使用
している
「パワーエレクトロニクス入門第３版」、小山・根葉・花本・山田 著
（朝倉書店）
「最新パワーエレクトロニクス入門」、小山・伊藤・花本・山田 著
（朝倉書店）
「パワーエレクトロニクス演習」、野中・岡田・小山・伊藤 著 （朝倉
書店）
　この他にも多くあるので、必要に応じて図書館で参照すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実験中は十分に注意して慎重に行動し、特に「回転機」の実験では
回転部分に巻き込まれないように服装にも気を付けること。また、取
り扱う電圧、電流が大きいので、指導教官の説明を十分に理解し、そ
の指示に従って実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　直流分巻電動機の負荷試験
２　直流複巻電動機の負荷試験
３　直流他励、分巻発電機の負荷試験
４　直流複巻発電機の負荷試験
５　単相変圧器の各種試験
６　単相変圧器の三相結線
７　三相誘導電動機の定数測定
８　三相誘導電動機の実負荷試験と円線図
９　巻線形三相誘導電動機の負荷試験
10　巻線形三相誘導電動機の比例推移
11　三相同期発電機の負荷試験
12　三相同期電動機の始動法
13　三相同期電動機の位相特性
14　インバータによる誘導機の速度制御
15　インバータによる誘導機の負荷特性



2019-7020000031-02電気工学実験Ⅰ「TE-b」

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。　(A-1)

2.機器の実験方法と結果についてを説明できる。　(A-3)

3.装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。　(B-2)

4.測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。　(B-3)

5.積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。　(C-1)

6.考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000032-02電気工学実験Ⅱ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、電気材料と電力応用及び電気の安全管理に関する理解を深めることを目
的に、電気材料系実験と電力応用系実験から成る。電気材料系実験は電気回路を構成
する回路素子やセンサーの電気特性を把握するために、電力応用系実験は太陽電池や
照明に関する内容を理解するために重要である。
　各実験は、４～５名の少人数で実施する。実験初日に配布する実験指導書の当該テ
－マ内容をしっかり読み実験のポイントを理解すること。実験は、ＴＡを含む電気工
学科教職員が担当するので疑問が生じた場合は直接質問すること。複数の担当教員が
企業の実務経験を有しており、企業での設備、機器の設計、製造、利用、保守等の業
務経験を基に実験遂行に役立つ実践的アドバイスを受けることができる。実験終了後
は、必ず実験デ－タを担当者に見せ、誤った実験を行っていないか確認をとること。
　各自で作成した実験報告書は担当者に必ず期日までに指定された場所に提出するこ
と。報告内容に明らかなミスが発見された場合には再提出を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光センサの電気
物性と動作特性を大まかに説明できる。(知識・理解)

電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説明でき
る。(知識・理解)

電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計に役立て
ることができる。(態度・志向性)

電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明できる。(知
識・理解)

電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。(知識・理解)

電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を大まかに
説明できる。(知識・理解)

各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。(技能)

テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知見と問題
を記した報告書を作成することができる。(技能)

実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の把握、解
決を図ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　４～５名の小班に分かれ、右表に掲載の実験テーマ総てについて指定された日に実
験を行う。各テーマ終了後、一週間以内に実験報告書を作成し所定の場所に提出する
こと。報告書作成には、ワープロやグラフ作成ソフト等を使用することが望ましい。
　なお、他者の報告書等のコピーは倫理に反する行為であり、決して行ってはならな
い。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　全実験テーマに出席し、実験報告書を全て提出しなければならない。これを満足し
ない場合、原則不合格となる。提出した実験報告書の内容に不備がある場合は再提出
となる。提出期限の遅れや他の報告書のコピー等倫理違反があった場合、その状況に
より大幅な減点対象となり、単位取得できない場合がある。最終評価は、上述内容に
加え、到達目標がどの程度達成されているかを判定し総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実験指導テキストは初回の実験説明会の際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

電気材料、電気物性、電子物性、電気計測等のテキスト
照明学会編:照明工学（オーム社）
藤原義輝他著:照明・電熱（電気書院）
電気学会編:電気工学ハンドブック38編（電気学会）
武田 進著:気体放電の基礎（東明社）
桜庭一郎著:レーザ工学（森北出版）
電気学会編:太陽電池ハンドブック（コロナ社）
等を参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　初回に実験説明会を行い、実験指導テキストの配布、各テーマの詳細及び実験時の
注意点、報告書作成法、提出場所等について説明するので必ず出席すること。説明会
の日時、場所等については事前に掲示する。
　実験日には開始時刻までに集合し、指導員から出席の確認と実験での安全に関する
諸注意を受けること。正当な理由の届けのない欠席者は再実験を許可しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.電気材料と電気応用の実験テ－マについて、レポ－トの
書き方、レポ－ト提出期限と提出場所、評価の方法、実験
時の安全等の説明を実施する。
2.各種材料の抵抗率の測定:（材料の抵抗率、抵抗温度係
数）
3.光電効果と光電センサ:（照度に対する抵抗変化、光応答
特性、分光感度特性）
4.インピーダンス及び絶縁材料の測定:（抵抗、コンデンサ
の周波数特性、各種誘電体板の誘電率、等価並列静電容
量、等価並列コンダクタンス及び誘電正接、周波数の変化
による誘電率、誘電正接の検討）
5.磁性材料の直流磁化特性:（種々の材料に対する磁束密度
Ｂ－磁界Ｈ曲線と透磁率μ－磁界Ｈ曲線、ヒステリシス
損）
6.半導体の温度特性とスイッチング特性:（サーミスタの温
度Ｔ－抵抗変化率Ｒ／Ｒ25曲線、MOSFETのスイッチング
特性）
7.電気材料実験の総括、評価の指導
8.球形光束計:（電球、蛍光ランプの光源、光源の電気特
性、全光束計測）
9.ネオン管の特性:（グロー放電特性、発光スペクトルの分
光）
10.照度の測定:（照度分布、教室の照度設計、照明器具の
決定法）
11.太陽電池の発電特性:（照度と発電出力特性、最適動作
負荷、直列・並列接続、ハロゲンランプの電気特性）
12.電気の安全管理:（電気火災の原因となる漏電、接地の
方法、漏電しゃ断器の動作原理）
13.単相３線式電路:（家庭の屋内配線方式、断線、電圧の
異常低下と上昇）
14.レポ－ト再提出指導と再実験
15.全実験の総括、評価の指導

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各実験テ－マを事前学習で十分理解し、不明な点は図書
館で調べておくこと。(90分)
実験後は、関連事項を広く調査し、報告の書き方等を参考
に作成し、考察についても図書館で十分調べること。(90
分)



2019-7020000032-02電気工学実験Ⅱ「TE-b」

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光セン
サの電気物性と動作特性を大まかに説明できる。　(A-1)

2.電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説
明できる。　(A-3)

3.電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計
に役立てることができる。　(C-2)

4.電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明でき
る。　(A-1)

5.電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。　
(A-3)

6.電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を
大まかに説明できる。　(A-1)

7.各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。　(B-2)

8.テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知
見と問題を記した報告書を作成することができる。　(B-3)

9.実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の
把握、解決を図ることができる。　(C-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000032-01電気工学実験Ⅱ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、電気材料と電力応用及び電気の安全管理に関する理解を深めることを目
的に、電気材料系実験と電力応用系実験から成る。電気材料系実験は電気回路を構成
する回路素子やセンサーの電気特性を把握するために、電力応用系実験は太陽電池や
照明に関する内容を理解するために重要である。
　各実験は、４～５名の少人数で実施する。実験初日に配布する実験指導書の当該テ
－マ内容をしっかり読み実験のポイントを理解すること。実験は、ＴＡを含む電気工
学科教職員が担当するので疑問が生じた場合は直接質問すること。複数の担当教員が
企業の実務経験を有しており、企業での設備、機器の設計、製造、利用、保守等の業
務経験を基に実験遂行に役立つ実践的アドバイスを受けることができる。実験終了後
は、必ず実験デ－タを担当者に見せ、誤った実験を行っていないか確認をとること。
　各自で作成した実験報告書は担当者に必ず期日までに指定された場所に提出するこ
と。報告内容に明らかなミスが発見された場合には再提出を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光センサの電気
物性と動作特性を大まかに説明できる。(知識・理解)

電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説明でき
る。(知識・理解)

電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計に役立て
ることができる。(態度・志向性)

電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明できる。(知
識・理解)

電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。(知識・理解)

電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を大まかに
説明できる。(知識・理解)

各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。(技能)

テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知見と問題
を記した報告書を作成することができる。(技能)

実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の把握、解
決を図ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　４～５名の小班に分かれ、右表に掲載の実験テーマ総てについて指定された日に実
験を行う。各テーマ終了後、一週間以内に実験報告書を作成し所定の場所に提出する
こと。報告書作成には、ワープロやグラフ作成ソフト等を使用することが望ましい。
　なお、他者の報告書等のコピーは倫理に反する行為であり、決して行ってはならな
い。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　全実験テーマに出席し、実験報告書を全て提出しなければならない。これを満足し
ない場合、原則不合格となる。提出した実験報告書の内容に不備がある場合は再提出
となる。提出期限の遅れや他の報告書のコピー等倫理違反があった場合、その状況に
より大幅な減点対象となり、単位取得できない場合がある。最終評価は、上述内容に
加え、到達目標がどの程度達成されているかを判定し総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実験指導テキストは初回の実験説明会の際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

電気材料、電気物性、電子物性、電気計測等のテキスト
照明学会編:照明工学（オーム社）
藤原義輝他著:照明・電熱（電気書院）
電気学会編:電気工学ハンドブック38編（電気学会）
武田 進著:気体放電の基礎（東明社）
桜庭一郎著:レーザ工学（森北出版）
電気学会編:太陽電池ハンドブック（コロナ社）
等を参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　初回に実験説明会を行い、実験指導テキストの配布、各テーマの詳細及び実験時の
注意点、報告書作成法、提出場所等について説明するので必ず出席すること。説明会
の日時、場所等については事前に掲示する。
　実験日には開始時刻までに集合し、指導員から出席の確認と実験での安全に関する
諸注意を受けること。正当な理由の届けのない欠席者は再実験を許可しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.電気材料と電気応用の実験テ－マについて、レポ－トの
書き方、レポ－ト提出期限と提出場所、評価の方法、実験
時の安全等の説明を実施する。
2.各種材料の抵抗率の測定:（材料の抵抗率、抵抗温度係
数）
3.光電効果と光電センサ:（照度に対する抵抗変化、光応答
特性、分光感度特性）
4.インピーダンス及び絶縁材料の測定:（抵抗、コンデンサ
の周波数特性、各種誘電体板の誘電率、等価並列静電容
量、等価並列コンダクタンス及び誘電正接、周波数の変化
による誘電率、誘電正接の検討）
5.磁性材料の直流磁化特性:（種々の材料に対する磁束密度
Ｂ－磁界Ｈ曲線と透磁率μ－磁界Ｈ曲線、ヒステリシス
損）
6.半導体の温度特性とスイッチング特性:（サーミスタの温
度Ｔ－抵抗変化率Ｒ／Ｒ25曲線、MOSFETのスイッチング
特性）
7.電気材料実験の総括、評価の指導
8.球形光束計:（電球、蛍光ランプの光源、光源の電気特
性、全光束計測）
9.ネオン管の特性:（グロー放電特性、発光スペクトルの分
光）
10.照度の測定:（照度分布、教室の照度設計、照明器具の
決定法）
11.太陽電池の発電特性:（照度と発電出力特性、最適動作
負荷、直列・並列接続、ハロゲンランプの電気特性）
12.電気の安全管理:（電気火災の原因となる漏電、接地の
方法、漏電しゃ断器の動作原理）
13.単相３線式電路:（家庭の屋内配線方式、断線、電圧の
異常低下と上昇）
14.レポ－ト再提出指導と再実験
15.全実験の総括、評価の指導

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各実験テ－マを事前学習で十分理解し、不明な点は図書
館で調べておくこと。(90分)
実験後は、関連事項を広く調査し、報告の書き方等を参考
に作成し、考察についても図書館で十分調べること。(90
分)
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小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光セン
サの電気物性と動作特性を大まかに説明できる。　(A-1)

2.電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説
明できる。　(A-3)

3.電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計
に役立てることができる。　(C-2)

4.電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明でき
る。　(A-1)

5.電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。　
(A-3)

6.電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を
大まかに説明できる。　(A-1)

7.各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。　(B-2)

8.テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知
見と問題を記した報告書を作成することができる。　(B-3)

9.実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の
把握、解決を図ることができる。　(C-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000035-02電気工学実験Ⅲ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限～２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、高電圧および自動制御に関する実験を行い、これらに対する理解を
深めることを目的とする。実験はグループ単位で行う。
(a)高電圧実験　電力機器に限らず高い出力を出すために高電圧を用いる電気機器
が数多くある。これらの機器では絶縁破壊は致命的な故障である。そのため電気
技術者はこのような電気が関わる設備を取り扱ったり、研究開発に携わるのであ
るから、放電現象、絶縁破壊現象、絶縁材料などに深い理解と知見を持ち、高電
圧に関わる現象に習熟しておくことが求められる。ここでは高電圧に関して７
テーマの実験を、高電圧実験室１階（第３食堂横）で行う。
(b)自動制御実験　自動制御理論(制御工学)は機械システムなどを自動的に操作し
ようとする技術の基礎となるものであり、今日のあらゆる工業分野において欠く
ことのできない基礎工学の一つである。その内容は入出力の信号のみに着目する
古典制御、より大局的な視野からシステムの操作を捉えるシーケンス制御など、
さまざまに細分化されている。また、近年の計算機技術や通信技術の発展は、制
御工学の適用範囲をさらに拡大させつつある。ここでは自動制御に関する５つの
テーマを取り上げ、実験を通して自動制御技術に対する理解を深める。実験は４
号館２階の電気工学学生実験室にて行う。
　高電圧実験及び自動制御実験共に、担当教員が企業における実務経験を活か
し、分かりやすいレポートの書き方等の指導もおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高電圧の発生とその測定について説明できる。(知識・理解)

高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果を正
確に記録して、まとめることができる。(知識・理解)

各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。(知識・理解)

各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の評価
をまとめることができる。(知識・理解)

高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこな
い、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。(技能)

実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。(技能)

実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。(態度・志向性)

実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　今年度の実験内容を「授業計画」に示す。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　全ての実験への出席と実験レポートの提出を合格の評価を与えるための必須条
件とする。その上で、予め提示した到達目標をどれほど達成したかを勘案し、各
実験レポートの完成度により評価を行い、合計点60点以上を合格とする。レポー
トは一度目の提出で評価を行うが、特に希望がある場合には再提出を認める。
　提出期限からの遅れ、他の学生のレポートのほぼ丸写しなどが発覚した場合に
は、大幅減点をおこなうため単位取得ができない場合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　高電圧実験室および自動制御実験室編著、電気工学実験Ⅲを初回の実験説明会
の時に各自に配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　高電圧実験では、書名に電離気体、放電現象、高電圧工学、高電圧現象、誘電
体現象、電気材料などの名称が含まれたもの。また、自動制御実験では「制御工
学I・Ⅱ」の講義に用いたテキストや参考書および講義ノート、図書館工学部分
室にある自動制御関係の書籍。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高電圧工学、制御工学Ⅰ、制御工学Ⅱ、デジタル制御工学の単位を修得済みの
ものが好ましい。
　病気や就職関係などで出席できない場合は、出席できないことが分かった時点
ですみやかに事前に連絡すること。そして、後日、欠席届を提出すること。この
場合、他班の実験への参加を認めることがあるので、担当者の指示に従うこと。
　事前に予習をし、テーマのねらいを理解した上で実験に取り組むこと。高電圧
実験では数百kVまでの高電圧を使用する。指導員の説明を良く聞き、実験装置の
操作を十分に理解して、事故を起こさないように注意して実験に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実験説明
２．交流電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
３．交流電圧絶縁破壊試験(注水試験)
４．インパルス電圧絶縁破壊試験(ギャップ長特性)
５．インパルス電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
６．油の絶縁破壊試験
７．絶縁紙および絶縁布類の絶縁破壊試験
８．気圧と放電現象
９．機能要素の組合せによるシステム構築(その１)
１０．機能要素の組合せによるシステム構築(その２)
１１．AD・DA変換(その１)
１２．AD・DA変換(その２)
１３．PID調整器を用いる制御系の設計
１４．温度のオンオフ制御実験
１５．シーケンス制御の実験

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の実験内容を予習し、実験目的、実験方法等をよく
理解しておくこと。また、実験終了後に示す課題や実験内
容、考察等をレポートにまとめ、報告すること。（180
分）



2019-7020000035-02電気工学実験Ⅲ「TE-b」

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.高電圧の発生とその測定について説明できる。　(A-1)

2.高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果
を正確に記録して、まとめることができる。　(A-3)

3.各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。　(A-1)

4.各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の
評価をまとめることができる。　(A-3)

5.高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこ
ない、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。　(B-2)

6.実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。　
(B-3)

7.実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。　(C-1)

8.実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000035-01電気工学実験Ⅲ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、高電圧および自動制御に関する実験を行い、これらに対する理解を
深めることを目的とする。実験はグループ単位で行う。
(a)高電圧実験　電力機器に限らず高い出力を出すために高電圧を用いる電気機器
が数多くある。これらの機器では絶縁破壊は致命的な故障である。そのため電気
技術者はこのような電気が関わる設備を取り扱ったり、研究開発に携わるのであ
るから、放電現象、絶縁破壊現象、絶縁材料などに深い理解と知見を持ち、高電
圧に関わる現象に習熟しておくことが求められる。ここでは高電圧に関して７
テーマの実験を、高電圧実験室１階（第３食堂横）で行う。
(b)自動制御実験　自動制御理論(制御工学)は機械システムなどを自動的に操作し
ようとする技術の基礎となるものであり、今日のあらゆる工業分野において欠く
ことのできない基礎工学の一つである。その内容は入出力の信号のみに着目する
古典制御、より大局的な視野からシステムの操作を捉えるシーケンス制御など、
さまざまに細分化されている。また、近年の計算機技術や通信技術の発展は、制
御工学の適用範囲をさらに拡大させつつある。ここでは自動制御に関する５つの
テーマを取り上げ、実験を通して自動制御技術に対する理解を深める。実験は４
号館２階の電気工学学生実験室にて行う。
　高電圧実験及び自動制御実験共に、担当教員が企業における実務経験を活か
し、分かりやすいレポートの書き方等の指導もおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高電圧の発生とその測定について説明できる。(知識・理解)

高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果を正
確に記録して、まとめることができる。(知識・理解)

各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。(知識・理解)

各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の評価
をまとめることができる。(知識・理解)

高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこな
い、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。(技能)

実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。(技能)

実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。(態度・志向性)

実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　今年度の実験内容を「授業計画」に示す。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　全ての実験への出席と実験レポートの提出を合格の評価を与えるための必須条
件とする。その上で、予め提示した到達目標をどれほど達成したかを勘案し、各
実験レポートの完成度により評価を行い、合計点60点以上を合格とする。レポー
トは一度目の提出で評価を行うが、特に希望がある場合には再提出を認める。
　提出期限からの遅れ、他の学生のレポートのほぼ丸写しなどが発覚した場合に
は、大幅減点をおこなうため単位取得ができない場合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　高電圧実験室および自動制御実験室編著、電気工学実験Ⅲを初回の実験説明会
の時に各自に配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　高電圧実験では、書名に電離気体、放電現象、高電圧工学、高電圧現象、誘電
体現象、電気材料などの名称が含まれたもの。また、自動制御実験では「制御工
学I・Ⅱ」の講義に用いたテキストや参考書および講義ノート、図書館工学部分
室にある自動制御関係の書籍。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高電圧工学、制御工学Ⅰ、制御工学Ⅱ、デジタル制御工学の単位を修得済みの
ものが好ましい。
　病気や就職関係などで出席できない場合は、出席できないことが分かった時点
ですみやかに事前に連絡すること。そして、後日、欠席届を提出すること。この
場合、他班の実験への参加を認めることがあるので、担当者の指示に従うこと。
　事前に予習をし、テーマのねらいを理解した上で実験に取り組むこと。高電圧
実験では数百kVまでの高電圧を使用する。指導員の説明を良く聞き、実験装置の
操作を十分に理解して、事故を起こさないように注意して実験に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実験説明
２．交流電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
３．交流電圧絶縁破壊試験(注水試験)
４．インパルス電圧絶縁破壊試験(ギャップ長特性)
５．インパルス電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
６．油の絶縁破壊試験
７．絶縁紙および絶縁布類の絶縁破壊試験
８．気圧と放電現象
９．機能要素の組合せによるシステム構築(その１)
１０．機能要素の組合せによるシステム構築(その２)
１１．AD・DA変換(その１)
１２．AD・DA変換(その２)
１３．PID調整器を用いる制御系の設計
１４．温度のオンオフ制御実験
１５．シーケンス制御の実験

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の実験内容を予習し、実験目的、実験方法等をよく
理解しておくこと。また、実験終了後に示す課題や実験内
容、考察等をレポートにまとめ、報告すること。（180
分）



2019-7020000035-01電気工学実験Ⅲ「TE-a」

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.高電圧の発生とその測定について説明できる。　(A-1)

2.高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果
を正確に記録して、まとめることができる。　(A-3)

3.各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。　(A-1)

4.各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の
評価をまとめることができる。　(A-3)

5.高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこ
ない、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。　(B-2)

6.実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。　
(B-3)

7.実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。　(C-1)

8.実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000025-01電気材料Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　電気装置は多くの材料から構成されるため、これを設計、製作
し、また運用保守を行う場合には、それぞれの材料の性質を良く
知っていなければならない。近年の化学工業などの発達に伴っ
て、多種多様の材料が開発された結果、装置の性能や寿命が著し
く伸びる傾向にある。一方、新しい電気材料が発見、開発される
と従来の材料は全く用いられなくなり生産されなくなることもあ
る。したがって、現代の電気技術者にとって電気材料に関する知
識は非常に重要である。
　以上のことから、本講義では様々な電気材料の特性を俯瞰する
と共に、金属材料と半導体材料の諸特性、用途などについて企業
において経験してきた事例を含めて講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

金属、半導体、絶縁物の違いを説明できる。(知識・理解)

2種類の材料が接合する場合の特性について説明できる。(知識・
理解)

ペルチエ効果等の特殊効果を説明できる。(知識・理解)

代表的な材料の抵抗率、比重等の特性から使用する材料の評価・
選定ができる。(技能)

課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることがで
きる。(態度・志向性)

分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこな
うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

金属、半導体、絶縁物の違いを説明できるか、2種類の材料が接
合する場合の特性について説明できるか、ペルチエ効果等の特殊
効果を説明できるか、代表的な材料の抵抗率、比重等の特性から
材料の評価ができるかを定期試験で評価する。また、課題に対し
て調査した内容を独自にレポートにしたものを提出させて、内容
の合理性、理解度、まとまり具合を評価する。
　定期試験(60％)、レポート(40％)を100点に換算して評価し、60
点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鳳誠三郎著、電気材料（共立出版）、1982/04出版、3456円(税
込)、ISBN:9784320084001

◎－－－　参考書　－－－◎

日野太郎(編集)、電気絶縁材料選択のポイント (JIS使い方シリー
ズ）（日本規格協会）、3672円（税込）、ISBN:9784542303508
川端昭、大森豊明(編集)、電子・電気材料工学（培風館）、3240
円（税込）、ISBN:9784563034320

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　社会に出てから必要となる報告書を、簡潔で分かりやすく書く
ことができるようになることを心がけてほしい。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命
じます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電気材料を学ぶことの必要性
２　電気材料の特質、電気機器と電気材料、電気材料の分
類
３　物質構造と電気材料、エネルギーバンド、励起と発光
４　固体、液体、気体の電気伝導
５　半導体の性質、pn接合、フェルミ準位
６　金属と半導体（p型、n型）の接触
７　接合型トランジスタの構造と動作原理
８　電界効果トランジスタの構造と動作原理、サイリスタ
９　半導体材料の応用
１０　導電材料、導電材料として使用される物質
１１　導電用金属、銅、アルミニウムおよびその合金の諸
特性
１２　抵抗材料、特殊導電材料
１３　接点材料、熱電対、ペルチエ効果
１４　超電導材料、ＳＭＥＳ、超電導ケーブル
１５　光電材料、フォトトランジスタ、ＬＥＤ

◎－－－　講義時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　前回の講義範囲を復習し、専門用語の意味を理解してお
くこと。また、講義内容に関わるレポートをほぼ毎回課す
ので、報告書としての体裁が整ったレポートを作成するこ
と。（90分）



2019-7020000025-01電気材料Ⅰ

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.金属、半導体、絶縁物の違いを説明できる。　(A-1)

2.2種類の材料が接合する場合の特性について説明できる。　(A-2)

3.ペルチエ効果等の特殊効果を説明できる。　(A-2)

4.代表的な材料の抵抗率、比重等の特性から使用する材料の評価・選定ができ
る。　(B-1)

5.課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることができる。　
(C-1)

6.分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこなうことがで
きる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000026-01電気材料Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　電気機器や電気装置などは数多くの種類の材料から構成されてい
る。したがって、これらを設計、製作し、また保守運用を行うに
は、それぞれの材料の性質、特性を十分に理解しておかなければな
らない。例えば、コンデンサを例にとると、その容量は電極寸法と
絶縁物の誘電率によって決まるが、絶縁耐力、絶縁抵抗、誘電損に
よりコンデンサとしての品質が大きく変わり、使用条件によっては
周波数、温度、湿度に対する変化も問題となる。また、経済性や加
工性、耐熱性、耐酸化性、耐薬品性などの性能も要求され、長期安
定に対する信頼性が重要な性能の１つとして取り上げられている。
　このように電気機器および部品の設計製造をおこなう際には、使
用する材料の直接的な電気的特性だけでなく、非常に広い範囲の専
門的な知識を必要とする。
　そこで本講義では、主として絶縁材料および磁性材料などの各種
電気・電子材料に対する諸特性、成分構成、用途などについて、企
業において経験した内容を含めて講義をおこなう。さらに、各種電
力機器への材料の適用方法についても講義をおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固体、液体絶縁材料の絶縁破壊機構を説明できる。(知識・理解)

高分子絶縁材料の名称、略称、用途を説明できる。(知識・理解)

各種電力機器における材料の適用について説明できる。(知識・理解)

絶縁材料の抵抗特性・誘電特性について理解し、電位分担の解析が
できる。(技能)

課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることができ
る。(態度・志向性)

分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこなう
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　成果評価の基準および方法　－－－◎

　固体、液体絶縁材料の絶縁破壊機構を説明できるか、高分子絶縁
材料の名称、略称、用途を説明できるか、絶縁材料の誘電特性につ
いて説明できるか、各種電力機器における材料の適用について説明
できるかを定期試験で評価する。また、課題に対して調査した内容
を独自にレポートにしたものを提出させて、内容の合理性、理解
度、まとまり具合を評価する。
　定期試験(60％)、レポート(40％)を100点に換算して評価し、60点以
上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鳳誠三郎著、電気材料（共立出版）1994/09出版、3564円(税込)、
ISBN:9784320084001

◎－－－　参考書　－－－◎

日野太郎(編集)、電気絶縁材料選択のポイント (JIS使い方シリーズ）
（日本規格協会）、3672円（税込）、ISBN:9784542303508
川端昭、大森豊明(編集)、電子・電気材料工学（培風館）、3240円
（税込）、ISBN:9784563034320

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気材料Ⅰの講義で習熟したレポートの書き方にさらに磨きをか
けてほしい。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命じ
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　半導体と固体絶縁材料の違い、固体絶縁材料の誘電特
性
２　絶縁材料の絶縁破壊
３　天然無機固体絶縁材料、人造無機固体絶縁材料
４　天然有機固体絶縁材料、人造有機固体絶縁材料
５　液体絶縁材料
６　気体絶縁材料
７　絶縁材料試験法、規格の種類、比誘電率、絶縁耐力
８　磁気分極、磁性体の分類、磁気双極子、磁気モーメン
ト
９　磁心材料、高透磁率材料、永久磁石
１０　変圧器の構成と適用材料の性質
１１　回転機の構成と適用材料の性質
１２　ガス絶縁開閉装置の構成と適用材料の性質
１３　ガス遮断器、真空遮断器の構成と適用材料の性質
１４　電線ケーブルの構成と適用絶縁材料、トリー劣化
１５　コンデンサの構成と適用材料の性質

◎－－－　講義時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の講義範囲を復習し、専門用語の意味を理解しておく
こと。また、講義内容に関わるレポートをほぼ毎回課すの
で、報告書としての体裁が整ったレポートを作成するこ
と。（90分）



2019-7020000026-01電気材料Ⅱ

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.固体、液体絶縁材料の絶縁破壊機構を説明できる。　(A-1)

2.高分子絶縁材料の名称、略称、用途を説明できる。　(A-2)

3.各種電力機器における材料の適用について説明できる。　(A-2)

4.絶縁材料の抵抗特性・誘電特性について理解し、電位分担の解析ができる。
　(B-1)

5.課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることができる。　
(C-1)

6.分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこなうことがで
きる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000046-01電気法規及び施設管理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

西　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

　法規は技術者を目指す者にとって無縁ではなく，技術知識と法知識は車
にたとえれば両輪にあたるものです。
　電気は現代社会に不可欠なエネルギーであり，わが国の電気事業は高品
質の電気を供給することで経済社会を支えており，事業の公益性が高いた
め、その運営を適正かつ合理的なものとする必要があります。また，電気
は使用を誤ると感電事故や火災の原因になるなど危険性を有しているの
で，安全の確保が必要です。これらの規制を目的として電気事業法が定め
られ，この法律のもとに保安規制に関する具体的な事項が技術基準として
定められています。また，電気設備の工事，電気用品についても安全を確
保するための規制があります。
　本科目では，国の事業・保安規制に携わってきた長年の経験を活かし
て、主に、次の内容について講義を行います。
　電気事業の特性と事業に関する規制，発電から電気の使用場所にいたる
電気工作物の保安規制及び技術基準，並びに電気工事士法，電気用品安全
法など電気設備に関する法令を中心に，関連法規の概要を学びます。さら
に電気を安全に過不足なく供給するための施設管理では，電気供給施設の
機能を十分発揮させるには，計画や工事，運用保守体制がいかにあるべき
かについて学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気事業法の目的と事業規制について説明できる(知識・理解)

電気事業法における保安規制について説明できる(知識・理解)

電気関係の資格について説明できる(知識・理解)

電気設備技術基準の目的と構成について説明できる(知識・理解)

電気設備技術基準の内容について説明できる(知識・理解)

電気に関する標準規格、その他の関係法規について説明できる(知識・理
解)

電力需給及び電源開発、並びに自家用電気設備の保守管理について説明で
きる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　他の科目ではなじみが薄い用語が出てくるので，新しい用語が出てきた
ときは復習して意味等を正しく理解しておくこと（30分）。
　授業の進行状況に合わせて区切りごとに小テストを実施するので，復習
しておくこと（60分）。
　設備に関係がある他の専門科目と関連付けて学習すると，全体像が理解
しやすい
　法規は技術面と共に社会的要請から制定，改正されて行く側面がありま
す。エネルギーに関する政策の動向にも関心を持ち，調べて法規制の考え
方，趣旨を理解しておくこと（30分）。　

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は，授業の到達目標で示した内容から設定した問題について，
法令等を理解した解答になっているかを評価の基準とする。
　定期試験を８０％，小テストを２０％で原則評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

竹野正二著：電気法規と電気施設管理（東京電機大学出版局）
定価（2,700円＋税）　ISBN 最新版

◎－－－　参考書　－－－◎

電気事業法関連法令集（オーム社編）
電気設備技術基準・解釈早わかり（電気設備技術基準研究会編）

◎－－－　履修上の留意事項　－－－◎

　卒業後，一定の実務経験を経て電気主任技術者免状を取得しようとする
者は，本科目の履修が必須である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電気事業と法律の必要性及びこれらの変遷
２　電気事業法の目的と事業規制
３　電気事業法における保安体制
４　電気関係の資格
５　電気設備の保安に関する法令
６　電気工作物の技術基準
７　電気設備技術基準（基本事項１）
８　電気設備技術基準（基本事項２）
９　電気設備技術基準（電気の供給施設）
10　電気設備技術基準（電気使用場所の施設１）
11　電気設備技術基準（電気使用場所の施設２）
12　電気に関する標準規格
13　その他の関係法規
14　電力需給及び電源開発
15　自家用電気設備の保守管理，全体のまとめ



2019-7020000046-01電気法規及び施設管理

西　孝之

◎電気:A-1

1.電気事業法の目的と事業規制について説明できる　(A-1)

2.電気事業法における保安規制について説明できる　(A-1)

3.電気関係の資格について説明できる　(A-1)

4.電気設備技術基準の目的と構成について説明できる　(A-1)

5.電気設備技術基準の内容について説明できる　(A-1)

6.電気に関する標準規格、その他の関係法規について説明できる　(A-1)

7.電力需給及び電源開発、並びに自家用電気設備の保守管理について説明でき
る　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020002090-01プログラム技法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「プログラム技法」では、Javaをベースにしたオープンソース
のプログラミング環境である「Processing」を用いて、プログラ
ミング技術の習得を目指す。
　Processingは本格的なプログラミング言語でありながら、プロ
グラムを記述してから実行するまでの手続きが少ないため、短時
間で応用プログラムの開発ができる。また、グラフィックスやマ
ウス・キーボードのイベント処理を簡単に使用することができる
ため、C言語では難しかったグラフィックスを使ったプログラム
やGUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）環境のプ
ログラムを作りやすい特徴がある。
　この講義ではProcessingを使いながら、コンピュータ・グラ
フィックスや画像を用いたプログラムの作成方法について学ぶ。
また、プログラム開発に必要なデータ構造とアルゴリズムについ
て学び、スタックやキュー、探索、ソートのプログラムを書ける
ようになる。また、画像処理のアルゴリズムについて学習し、そ
の実装方法についても学ぶ。さらにアナログ時計やディジタル時
計、簡単な画像処理プログラムを作成しながら、アプリケーショ
ン・プログラムを作成する際に必要な知識や技術を身につける。
　企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、プロ
グラミングに必要な知識や技術について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

信号処理や画像処理のプログラムを数式から作成できる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的に問題を解くことができる。(態
度・志向性)

課題を解決するために適切なアルゴリズムを自分で選択できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回の講義内容について例題や演習問題を自分で解けるように復
習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

信号処理や画像処理の知識を有し、与えられた問題をデータ構造
やアルゴリズムを用いて解決するプログラムを作成できるかを評
価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価を
60%として総合的に評価する。ただし演習問題の評価が60%に満
たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

Processingをはじめよう 第2版　ISBN 978-4-87311-773-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

C言語の基礎を身につけていることが望ましい。
授業の進捗状況に応じて講義内容の一部省略・追加などがありう
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Processingの基礎
2. ディジタル時計
3. アナログ時計
4. アルゴリズム・配列・リスト構造
5. キューとスタック・木構造
6. 配列・キュー・スタックのプログラム作成
7. データの整列
8. データの探索
9. データの整列・探索のプログラム作成
10. コマンドボタンを作る
11. 画像処理(1)・グレイスケール変換
12. 画像処理(2)・2値化とコントラスト変換
13. 画像処理(3)・モザイク処理
14. 画像処理(4)・フィルタ
15. まとめ



2019-7020002090-01プログラム技法

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.信号処理や画像処理のプログラムを数式から作成できる。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的に問題を解くことができる。　(C-1)

3.課題を解決するために適切なアルゴリズムを自分で選択できる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7030000455-02オペレーティングシステム「（再）　【14台以前】」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

三角　真

◎－－－　概要　－－－◎

オペレーティングシステム（OS）とは、中央処理装置や記憶装置、入出力装
置などのハードウェアとプログラムなどのソフトウェアを管理して、これらを
無矛盾に効率よく利用することを目的として構成された基本ソフトウェアであ
り、コンピュータを使いこなすためには、OSによって実現されている仮想記
憶やタイムシェアリングなどの機能がどのような仕組みで動いているのか、ど
う構成されているのかを理解することが重要である。この科目ではこのような
ことを念頭において、OSの基本的な概念をできるだけわかりやすく解説す
る。
予習復習には実際にコンピュータを使ってシステムプログラミングをおこなっ
たり、システムの内部情報を出力してみるなどをおこない、より確かな知識を
獲得するように努める。

当教員は、前職においてWebサービスやMailサービスなどのサーバ構築・運営
の経験、並びに，Linuxカーネルへの新たな機能の実装経験を有してている。
これらの経験を活かし、実際のOSの挙動を例示したり、学生に体験してもら
うことによって、現在用いられているOSを通してOSについての基礎的な知識
の理解を深める講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

OSの構成と機能全般について説明することができる。(知識・理解)

プロセス管理（状態遷移、プリエンプション、ラウンドロビン、実行制御、ス
ケジューラー、ディスパッチャー）について説明することができる。(知識・
理解)

カーネルと割込み制御、システムコールについて説明することができる。(知
識・理解)

主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックアロケーション、フラグメ
ンテーション、メモリリーク）について説明することができる。(知識・理解)

いくつかのスケジューリングアルゴリズムの動作を理解し特性を説明すること
ができる。(知識・理解)

待ち行列に関する初歩的な事柄について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

電子計算機の構造および動作および演算命令や制御命令に関する基本的な知識
を有すること。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

[評価基準]
1.OSの構成と機能全般についての知識を有すること。
2.プロセス管理（状態遷移、プリエンプション、ラウンドロビン、実行制御、
スケジューラー、ディスパッチャー）を理解していること。
3.カーネルと割込み制御、システムコールを理解していること。
4.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックアロケーション、フラグ
メンテーション、メモリリーク）を理解していること。
5.いくつかのスケジューリングアルゴリズムの特性について知っていること。
6.待ち行列に関する初歩的な知識を有すること。

[評価方法]
定期試験と開講期間内に課すレポートによって評価する。
レポートに関しては、提出期限後に内容の解説を行います。

[割合]
レポート: 30%
定期試験: 70%

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。(JABEEの
（B-2）)

◎－－－　テキスト　－－－◎

清水謙多郎、「オペレーティングシステム」情報処理入門コース２、1992年、
2800円、岩波書店 ISBN 9784000078528

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. OS概論　OSの基本機能を理解する
2. OS概論　OSの発展と現状を学ぶ
3. オペレーション　コマンドとプログラムの実行を学ぶ
4. オペレーション　ユーザインターフェースを学ぶ
5. オペレーション　プログラムの開発とOSを学ぶ
6. ファイル　ファイルの概念を理解する
7. ファイル　ファイルの基本設計を学ぶ
8. ファイル　ファイルシステムの構造を理解する
9. 入出力　入出力とその制御を学ぶ
10. 入出力　入出力割込みを理解する
11. プロセス　マルチプログラミングの仕組みを理解する
12. プロセス　プロセス、タスクの概念を理解する
13. プロセス　プロセスの基本設計を学ぶ
14. プロセス　スケジューリングを理解する
15. まとめ　全体の復習と演習をおこなう

この科目の授業時間数は試験を含めて23.5時間である。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉村賢治、「Ｃ言語によるプログラミング入門」、2006
年、2200円、昭晃堂　ISBN-13: 978-4785630829

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

テキストの章末の問題や講義中に配布する練習問題を解
く。(45分)
講義中に示したコンピュータの操作手順を実際のOSで実
行し，その結果についてまとめる。(45分)



2019-7030000455-02オペレーティングシステム「（再）　【14台以前】」

三角　真

◎電情:A-2

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-2)

2.プロセス管理（状態遷移、プリエンプション、ラウンドロビン、実行制御、
スケジューラー、ディスパッチャー）について説明することができる。　(A-2)

3.カーネルと割込み制御、システムコールについて説明することができる。　
(A-2)

4.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックアロケーション、フラグ
メンテーション、メモリリーク）について説明することができる。　(A-2)

5.いくつかのスケジューリングアルゴリズムの動作を理解し特性を説明するこ
とができる。　(A-2)

6.待ち行列に関する初歩的な事柄について説明することができる。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情電子通:A-3

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-3)

2.プロセス管理（状態遷移、プリエンプション、ラウンドロビン、実行制御、
スケジューラー、ディスパッチャー）について説明することができる。　(A-3)

3.カーネルと割込み制御、システムコールについて説明することができる。　
(A-3)

4.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックアロケーション、フラグ
メンテーション、メモリリーク）について説明することができる。　(A-3)

5.いくつかのスケジューリングアルゴリズムの動作を理解し特性を説明するこ
とができる。　(A-3)

6.待ち行列に関する初歩的な事柄について説明することができる。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000455-02オペレーティングシステム「（再）　【14台以前】」

三角　真

◎電情情報ｺ:A-2

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-2)

2.プロセス管理（状態遷移、プリエンプション、ラウンドロビン、実行制御、
スケジューラー、ディスパッチャー）について説明することができる。　(A-2)

3.カーネルと割込み制御、システムコールについて説明することができる。　
(A-2)

4.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックアロケーション、フラグ
メンテーション、メモリリーク）について説明することができる。　(A-2)

5.いくつかのスケジューリングアルゴリズムの動作を理解し特性を説明するこ
とができる。　(A-2)

6.待ち行列に関する初歩的な事柄について説明することができる。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情ｼｽﾃ:A-2

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-2)

2.プロセス管理（状態遷移、プリエンプション、ラウンドロビン、実行制御、
スケジューラー、ディスパッチャー）について説明することができる。　(A-2)

3.カーネルと割込み制御、システムコールについて説明することができる。　
(A-2)

4.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックアロケーション、フラグ
メンテーション、メモリリーク）について説明することができる。　(A-2)

5.いくつかのスケジューリングアルゴリズムの動作を理解し特性を説明するこ
とができる。　(A-2)

6.待ち行列に関する初歩的な事柄について説明することができる。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000346-01オペレーティングシステムⅡ「（再）　【14台以前】」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：後日発表　　

三角　真

◎－－－　概要　－－－◎

オペレーティングシステム（OS）とは、中央処理装置や記憶装置、入出力装置
などのハードウェアとプログラムなどのソフトウェアを管理して、これらを無
矛盾に効率よく利用することを目的として構成された基本ソフトウェアであ
り、コンピュータを使いこなすためには、OSによって実現されている仮想記憶
やタイムシェアリングなどの機能がどのような仕組みで動いているのか、どう
構成されているのかを理解することが重要である。この科目は「オペレーティ
ングシステムⅠ」の続編である。
予習復習には実際にコンピュータを使ってシステムプログラミングをおこなっ
たり、システムの内部情報を出力してみるなどをおこない、より確かな知識を
獲得するように努める。

当教員は、前職においてWebサービスやMailサービスなどのサーバ構築・運営
の経験、並びに，Linuxカーネルへの新たな機能の実装経験を有してている。こ
れらの経験を活かし、実際のOSの挙動を例示したり、学生に体験してもらうこ
とによって、現在用いられているOSを通してOSについての基礎的な知識の理解
を深める講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

OSの構成と機能全般について説明することができる。(知識・理解)

分散OSやネットワーク化された処理についての基本的な事柄を説明することが
できる。(知識・理解)

主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックリンクアロケーション、フ
ラグメンテーション、メモリリーク）をについて説明することができる。(知
識・理解)

仮想記憶（セグメンテーション、ページング、ページングアルゴリズム、ス
ラッシング）について説明することができる。(知識・理解)

資源の共有制御（排他制御、デッドロック、ピーターソンのアルゴリズム、セ
マフォ）について説明することができる。(知識・理解)

セキュリティ制御、障害管理について説明することができる。(知識・理解)

ネットワークプロトコル（OSI,TCP/IP)について説明することができる。(知識・
理解)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

「オペレーティングシステムⅠ」を受講済みか同等以上の知識を有しているの
が望ましい。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

[評価基準]
1.OSの構成と機能全般についての知識を有すること
2.分散OSやネットワーク化された処理についての基本的な知識を有すること。
3.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックリンクアロケーション、
フラグメンテーション、メモリリーク）を理解していること。
4.仮想記憶（セグメンテーション、ページング、ページングアルゴリズム、ス
ラッシング）を理解していること。
5.資源の共有制御（排他制御、デッドロック、ピーターソンのアルゴリズム、
セマフォ）を理解していること。
6.セキュリティ制御、障害管理について理解していること。
7.ネットワークプロトコル（OSI,TCP/IP)について理解していること。

[評価方法]
定期試験と開講期間内に課すレポートによって評価する。
レポートに関しては、提出期限後に内容の解説を行います。

[割合]
レポート: 30%
定期試験: 70%

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

コンピュータシステムとシステムプログラムの原理や構造を理解し、その設計
や実現を効果的に行う能力。(JABEEの（C-1）)

◎－－－　テキスト　－－－◎

清水謙多郎、「オペレーティングシステム」情報処理入門コース２、1992年、
2800円、岩波書店 ISBN 9784000078528

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 記憶管理　主記憶の管理を学ぶ
2. 記憶管理　セグメンテーションを学ぶ
3. 記憶管理　ページングを学ぶ
4. 記憶管理　セグメンテーションページングを学ぶ
5. 並行プロセス　プロセス間の相互作用を理解する
6. 並行プロセス　プロセスの同期を理解する
7. 並行プロセス　プロセス間通信を学ぶ
8. 並行プロセス　プロセスの階層構造を学ぶ
9. 分散処理　コンピュータネットワークを学ぶ
10. 分散処理　プロトコルの概念と実例を学ぶ
11. 分散処理　TCP/IPとその応用を学ぶ
12. その他のOS　並列計算機や仮想計算機について学ぶ
13. 新しい技術　クラウドコンピューティングなどの最近
の技術について学ぶ
14. セキュリティ　OSの保護と利用者の保護を学ぶ
15. まとめ　全体の復習と演習をおこなう

この科目の授業時間数は試験を含めて23.5時間である。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉村賢治、「Ｃ言語によるプログラミング入門」、2006
年、2200円、昭晃堂　ISBN-13: 978-4785630829

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

テキストの章末の問題や講義中に配布する練習問題を解
く。(45分)
講義中に示したコンピュータの操作手順を実際のOSで実
行し，その結果についてまとめる。(45分)



2019-7030000346-01オペレーティングシステムⅡ「（再）　【14台以前】」

三角　真

◎電情電子通:A-3

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-3)

2.分散OSやネットワーク化された処理についての基本的な事柄を説明すること
ができる。　(A-3)

3.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックリンクアロケーション、
フラグメンテーション、メモリリーク）をについて説明することができる。　
(A-3)

4.仮想記憶（セグメンテーション、ページング、ページングアルゴリズム、ス
ラッシング）について説明することができる。　(A-3)

5.資源の共有制御（排他制御、デッドロック、ピーターソンのアルゴリズム、
セマフォ）について説明することができる。　(A-3)

6.セキュリティ制御、障害管理について説明することができる。　(A-3)

7.ネットワークプロトコル（OSI,TCP/IP)について説明することができる。　
(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-3)

2.分散OSやネットワーク化された処理についての基本的な事柄を説明すること
ができる。　(A-3)

3.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックリンクアロケーション、
フラグメンテーション、メモリリーク）をについて説明することができる。　
(A-3)

4.仮想記憶（セグメンテーション、ページング、ページングアルゴリズム、ス
ラッシング）について説明することができる。　(A-3)

5.資源の共有制御（排他制御、デッドロック、ピーターソンのアルゴリズム、
セマフォ）について説明することができる。　(A-3)

6.セキュリティ制御、障害管理について説明することができる。　(A-3)

7.ネットワークプロトコル（OSI,TCP/IP)について説明することができる。　
(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。
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三角　真

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.OSの構成と機能全般について説明することができる。　(A-3)

2.分散OSやネットワーク化された処理についての基本的な事柄を説明すること
ができる。　(A-3)

3.主記憶管理（メモリプロテクション、ダイナミックリンクアロケーション、
フラグメンテーション、メモリリーク）をについて説明することができる。　
(A-3)

4.仮想記憶（セグメンテーション、ページング、ページングアルゴリズム、ス
ラッシング）について説明することができる。　(A-3)

5.資源の共有制御（排他制御、デッドロック、ピーターソンのアルゴリズム、
セマフォ）について説明することができる。　(A-3)

6.セキュリティ制御、障害管理について説明することができる。　(A-3)

7.ネットワークプロトコル（OSI,TCP/IP)について説明することができる。　
(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000447-02基礎電気磁気学「（再）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・６時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹、西澤 真一

◎－－－　概要　－－－◎

電気磁気学は電気回路・電子回路とともに電気系の基本的な重要
科目であり、電気・電子機器の動作原理を理解するのに必須の科
目である。電荷、電界と電位、静電容量、誘電体、電流と磁界、
電磁誘導の法則などについて学習する。複雑な数式の利用をなる
べく避けながら、物理現象を理解することに主眼を置く。マクス
ウェル方程式は2年次前半の「電気磁気学」にて学習する。
企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際に
携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な講義
を行う。講義スタイルはスライド講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電界や電位、静電容量などを計算できること。(知識・理解)

電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できること。
(知識・理解)

電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。(知
識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) 電荷、電界、電位の関係が理解できていること。(授業計画2～
3)
2) 静電容量、静電エネルギーが理解できていること。(授業計画4
～6)
3) 電流について理解できていること。(授業計画7)
4) 電流と磁界の関係が理解できていること。(授業計画8～10)
5) 電磁誘導の法則が理解できていること。(授業計画11)
6) インダクタと磁界エネルギーについて理解できていること。
(授業計画11～12)
7) 電磁界の過渡現象について理解できていること。(授業計画14)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はしないが、必要に応じて下記の参考書を参照するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

・大学受験に使用した高校物理の参考書・問題集
・「電気磁気学基礎論」 河野照哉・桂井誠・岡部洋一 (電気学
会) (2年次の「電気磁気学」にて教科書として使用する。)
・「6日でマスター 電磁気学の基本66」 土井 淳 (オーム社)

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

(毎回の小テスト 20 %、定期試験 80%) と (定期試験 100%) の大き
い方を採用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義最初に資料を配布する。講義では資料に書き込みなが
ら学習することを前提とする。配布資料は講義終了後 Moodle に
載せる。
毎回講義内容に関する演習と小テストを行うので解答を各自で確
認するとともに、講義資料で復習すること。
予習は必要ない。復習は 60 分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 概要および電磁気の数学
2. クーロンの法則と電界
3. 帯電導体の電界と電位
4. 静電容量その１
5. 静電容量その２
6. 誘電体
7. 電流
8. 電流と磁界
9. 磁界で働く力
10. 磁性体
11. 電磁誘導の法則
12. インダクタンスその１
13. インダクタンスその２
14. 過渡現象
15. まとめ

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　JABEE 学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解するこ
と。(JABEE学習・教育到達目標の(B-2)に対応)



2019-7030000447-02基礎電気磁気学「（再）」

名倉　徹、西澤 真一

◎電情:A-2

1.電界や電位、静電容量などを計算できること。　(A-2)

2.電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できること。　(A-2)

3.電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000447-01基礎電気磁気学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹

◎－－－　概要　－－－◎

  電気磁気学は電気回路・電子回路とともに電気系の基本的な重
要科目であり、電気・電子機器の動作原理を理解するのに必須
の科目である。電荷、電界と電位、静電容量、誘電体、電流と
磁界、電磁誘導の法則などについて学習する。複雑な数式の利
用をなるべく避けながら、物理現象を理解することに主眼を置
く。マクスウェル方程式は2年次前半の「電気磁気学」にて学習
する。
  企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際
に携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な
講義を行う。講義スタイルはスライド講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電界や電位、静電容量などを計算できること。(知識・理解)

電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できるこ
と。(知識・理解)

電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。(知
識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) 電荷、電界、電位の関係が理解できていること。(授業計画2
～3)
2) 静電容量、静電エネルギーが理解できていること。(授業計画
4～6)
3) 電流について理解できていること。(授業計画7)
4) 電流と磁界の関係が理解できていること。(授業計画8～10)
5) 電磁誘導の法則が理解できていること。(授業計画11)
6) インダクタと磁界エネルギーについて理解できていること。
(授業計画11～12)
7) 電磁界の過渡現象について理解できていること。(授業計画14)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はしないが、必要に応じて下記の参考書を参照するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

・大学受験に使用した高校物理の参考書・問題集
・「電気磁気学基礎論」 河野照哉・桂井誠・岡部洋一 (電気学
会) (2年次の「電気磁気学」にて教科書として使用する。)
・「6日でマスター 電磁気学の基本66」 土井 淳 (オーム社)

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

(毎回の小テスト 20%、定期試験 80%) と (定期試験 100%) の大
きい方を採用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義最初に資料を配布する。講義では資料に書き込みな
がら学習することを前提とする。配布資料は講義終了後 Moodle
に載せる。
毎回講義内容に関する演習と小テストを行うので解答を各自で
確認するとともに、講義資料で復習すること。
予習は必要ない。復習は 60 分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 概要および電磁気の数学
2. クーロンの法則と電界
3. 帯電導体の電界と電位
4. 静電容量その１
5. 静電容量その２
6. 誘電体
7. 電流
8. 電流と磁界
9. 磁界で働く力
10. 磁性体
11. 電磁誘導の法則
12. インダクタンスその１
13. インダクタンスその２
14. 過渡現象
15. まとめ

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　JABEE 学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解するこ
と。(JABEE学習・教育到達目標の(B-2)に対応)



2019-7030000447-01基礎電気磁気学

名倉　徹

◎電情:A-2

1.電界や電位、静電容量などを計算できること。　(A-2)

2.電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できること。　(A-2)

3.電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000350-01計算機工学Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　寿倫

◎－－－　概要　－－－◎

　普段意識することは稀だと思われるが，今日ではコンピュー
タは日常生活を支えるインフラストラクチャとなっている．PC
はその最たるものであろうが，スマートフォンなどにも高性能
なプロセッサが組み込まれている．この科目では，それらPCや
スマートフォンなどで利用されているマイクロプロセッサを主
に扱い，それらの基本的な構成と動作原理について学ぶ．具体
的には，コンピュータの構成，命令セットアーキテクチャ，そ
して周辺装置について主に学ぶ．
　計算機科学と情報処理技術の基礎を幅広く学んで様々なICT
システムを開発する能力を身につけるために，コンピュータの
基礎を理解することを目標とする．
　企業におけるプロセッサの研究開発経験を活かし，実際に関
わった事例などを参考に講義する．
　適宜，課題を課す．講義中にも演習を課す場合がある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータの基本構成を説明できる． (知識・理解)

コンピュータの動作原理を説明できる． (知識・理解)

コンピュータとその周辺装置の関わりを説明できる． (知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予め講義資料をMoodleで配布するので，予習しておくこと
（90分）．講義終了後はModdleで提供される小テストを行い，
復習に努めること（90分）．理解度に応じて提出課題を課す場
合があるので，解答したうえで提出すること．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「授業の到達目標」に掲げた目標について，定期試験
（60%），中間テスト（20%）と授業時間外の学習（20%）で
評価する．提出課題については講義中に解説する．中間テスト
については採点後にMoodleで返却し，講義中に解説する．定期
試験についてはMoodleで解答例を公開する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない．適宜資料を配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

パターソン，ウォーターマン（著），RISC-V原点，日経BP
社，2018年，3,000円（＋税），ISBN-9784822292812
パターソン，ヘネシー（著），コンピュータの構成と設計 ハー
ドウエアとソフトウエアのインタフェース 第5版（上・下），
日経BP社，2014年，各4,200円（＋税），
ISBN-9784822298425，ISBN-9784822298432（Kindle版有）

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　「コンピュータシステムとシステムプログラムの原理や構造
を理解し、その設計や実現を効果的に行う能力」を身につける
ことを教育目標とする（JABEE学習・教育到達目標の(C-1)に対
応）．

◎－－－　授業計画　－－－◎

  ガイダンス
  基本構成と動作原理
  性能評価，消費電力と信頼性
  データフロー
  制御フロー
  中間テスト1
  中間テスト1解説，演習
  命令セットアーキテクチャ1
  命令セットアーキテクチャ2
  アセンブリ言語
  パイプライン処理，記憶階層とマルチコア
  周辺装置の分類と二次記憶装置
  通信，割込みとダイレクトメモリアクセス
  中間テスト2
  中間テスト2解説，演習

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　1年前後期の「プログラミングI・II」と2年前期の「デー
タ構造とアルゴリズムI」で教育されるプログラミングに
関する知識，そして2年前期の「論理回路」で教育される
ハードウエアの基本に関する知識を踏まえ，コンピュータ
の基本構成と動作原理に関する教育を行う．以上の科目を
全て単位修得していることが望ましい．
　より実践的なプログラミング技術の習得に必要となる，
アセンブリ言語プログラミングについては2年後期の「コ
ンパイラ構成法」が，代表的なデータ構造については2年
後期の「データ構造とアルゴリズムII」が，そして発展的
な機構については3年前後期に「計算機工学Ⅱ」「同Ⅲ」
が，それぞれ設けられている．



2019-7030000350-01計算機工学Ⅰ

佐藤　寿倫

◎電情:A-3

1.コンピュータの基本構成を説明できる． 　(A-3)

2.コンピュータの動作原理を説明できる． 　(A-3)

3.コンピュータとその周辺装置の関わりを説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情電子通:A-3

1.コンピュータの基本構成を説明できる． 　(A-3)

2.コンピュータの動作原理を説明できる． 　(A-3)

3.コンピュータとその周辺装置の関わりを説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000350-01計算機工学Ⅰ

佐藤　寿倫

◎電情情報ｺ:A-3

1.コンピュータの基本構成を説明できる． 　(A-3)

2.コンピュータの動作原理を説明できる． 　(A-3)

3.コンピュータとその周辺装置の関わりを説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.コンピュータの基本構成を説明できる． 　(A-3)

2.コンピュータの動作原理を説明できる． 　(A-3)

3.コンピュータとその周辺装置の関わりを説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000352-01計算機工学Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　寿倫

◎－－－　概要　－－－◎

　普段意識することは稀だと思われるが，今日ではコンピュー
タは日常生活を支えるインフラストラクチャとなっている．PC
はその最たるものであろうが，スマートフォンなどにも高性能
なプロセッサが組み込まれている．この科目では，それらPCや
スマートフォンなどで利用されているマイクロプロセッサを主
に扱い，それらの上で実行されるプログラムの高性能化・高品
質化に密接に関わるマイクロアーキテクチャについて学ぶ．具
体的には，パイプライン処理と記憶階層を主に学ぶ．
　計算機科学と情報処理技術の基礎を幅広く学んで様々なICT
システムを開発する能力を身につけるために，コンピュータ
アーキテクチャ，特にプロセッサアーキテクチャの基礎を理解
することを目標とする．
　企業におけるプロセッサの研究開発経験を活かし，実際に関
わった事例などを参考に講義する．
　適宜，課題を課す．講義中にも演習を課す場合がある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータアーキテクチャに関する基本的な用語を理解でき
る．(知識・理解)

プログラム実行時間の評価方法を説明できる． (知識・理解)

プログラム実行時間の改善方法を説明できる． (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予め講義資料をMoodleで配布するので，予習しておくこと
（90分）．講義終了後はModdleで提供される小テストを行い，
復習に努めること（90分）．理解度に応じて提出課題を課す場
合があるので，解答したうえで提出すること．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「授業の到達目標」に掲げた目標の一部または全部につい
て，定期試験（60%），中間テスト（20%）と授業時間外の学
習（20%）で評価する．提出課題については講義中に解説す
る．中間テストについては採点後にMoodleで返却し，講義中に
解説する．定期試験についてはMoodleで解答例を公開する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない．適宜資料を配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

パターソン，ウォーターマン（著），RISC-V原点，日経BP
社，2018年，3,000円（＋税），ISBN-9784822292812
パターソン，ヘネシー（著），コンピュータの構成と設計 ハー
ドウエアとソフトウエアのインタフェース 第5版（上・下），
日経BP社，2014年，各4,200円（＋税），
ISBN-9784822298425，ISBN-9784822298432（Kindle版有）

◎－－－　授業計画　－－－◎

  ガイダンス
  データフローと制御フロー
  命令セットアーキテクチャ
  パイプライン処理
  データハザードとその対処法
  制御ハザードとその対処法，例外
  中間テスト1
  中間テスト1解説，演習
  主記憶装置，キャッシュの基礎
  キャッシュ性能の測定
  キャッシュ性能の改善
  仮想記憶
  キャッシュと仮想記憶
  中間テスト2
  中間テスト2解説，演習

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　1年前後期の「プログラミングI・II」と2年前期の「デー
タ構造とアルゴリズムI」で教育されるプログラミングに
関する知識，2年前期の「計算機工学Ⅰ」で教育されるコ
ンピュータの基本概念に関する知識，そして同期の「論理
回路」で教育されるハードウエアの基本に関する知識を踏
まえ，プログラムの最適化を行う上で必須の知識であるマ
イクロアーキテクチャに関する教育を行う．以上の科目を
全て単位修得していることが望ましい．
　2年後期のアセンブリ言語を教育する「コンパイラ構成
法」と代表的なデータ構造を教育する「データ構造とアル
ゴリズムII」，そして3年前期のOSの機能を教育する「オ
ペレーティングシステム」は，本科目の理解を助けるため
併せて履修することを勧める．
　より実践的なプログラミング技術の習得に関わる先端的
アーキテクチャについては3年後期に「計算機工学Ⅲ」が
設けられている．



2019-7030000352-01計算機工学Ⅱ

佐藤　寿倫

◎電情電子通:A-3

1.コンピュータアーキテクチャに関する基本的な用語を理解できる．　(A-3)

2.プログラム実行時間の評価方法を説明できる． 　(A-3)

3.プログラム実行時間の改善方法を説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.コンピュータアーキテクチャに関する基本的な用語を理解できる．　(A-3)

2.プログラム実行時間の評価方法を説明できる． 　(A-3)

3.プログラム実行時間の改善方法を説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000352-01計算機工学Ⅱ

佐藤　寿倫

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.コンピュータアーキテクチャに関する基本的な用語を理解できる．　(A-3)

2.プログラム実行時間の評価方法を説明できる． 　(A-3)

3.プログラム実行時間の改善方法を説明できる． 　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000434-01計算機工学Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　寿倫

◎－－－　概要　－－－◎

　普段意識することは稀だと思われるが，今日ではコンピュー
タは日常生活を支えるインフラストラクチャとなっている．PC
はその最たるものであろうが，スマートフォンなどにも高性能
なプロセッサが組み込まれている．この科目では，それらPCや
スマートフォンなどで利用されているマイクロプロセッサ上で
実行されるプログラムを対象とし，実践的なプログラミング技
術の習得に関わる先端的アーキテクチャについて学ぶ．具体的
には，命令レベル並列処理，マルチコア・マルチスレッド，仮
想化，そしてGPUコンピューティング等について学ぶ．
　計算機科学と情報処理技術の基礎を幅広く学んで様々なICT
システムを開発する能力を身につけるために，コンピュータ
アーキテクチャ，特に先端的なプロセッサアーキテクチャを理
解することを目標とする．
　企業におけるプロセッサの研究開発経験を活かし，実際に関
わった事例などを参考に講義する．
　適宜，課題を課す．講義中にも演習を課す場合がある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

 パイプラインを構築できる． (知識・理解)

マイクロアーキテクチャレベルの性能改善方式を説明できる．
(知識・理解)

システムレベルの性能改善方式を説明できる． (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予め講義資料をMoodleで配布するので，予習しておくこと
（90分）．講義された内容に加えてModdleで紹介する関連技術
も参考にし，講義終了後は復習に努めること（90分）．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「授業の到達目標」に掲げた目標の一部または全部につい
て，定期試験（100%）で評価する．定期試験の解答例を
Moodleで公開する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない．適宜資料を配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

パターソン，ヘネシー（著），コンピュータの構成と設計 ハー
ドウエアとソフトウエアのインタフェース 第5版（上・下），
日経BP社，2014年，各4200円（＋税），
ISBN-9784822298425，ISBN-9784822298432（Kindle版有）
ヘネシー，パターソン（著），コンピュータアーキテクチャ 定
量的アプローチ 第5版，翔泳社，2014年，8,300円（＋税），
ISBN-9784798126234

◎－－－　授業計画　－－－◎

  ガイダンス
  データパスの構築
  パイプラインとキャッシュの制御
  パイプラインの多重化
  静的命令スケジューリング
  動的命令スケジューリング
  マルチプロセッサ
  キャッシュコヒーレンス
  トランザクショナルメモリ
  マルチスレッディング
  脆弱性
  アクセラレータ
  ストレージ
  入出力
  仮想マシン

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　2年前期の「計算機工学Ⅰ」と3年前期の「計算機工学
Ⅱ」で教育されるコンピュータおよびプロセッサアーキテ
クチャの基本概念に関する知識，2年前期の「論理回路」
で教育されるハードウエアの基本に関する知識，そして1
年前後期の「プログラミングI・II」と2年前期の「データ
構造とアルゴリズムI」で教育されるプログラミングに関
する知識を踏まえ，先端的なプロセッサアーキテクチャに
関する教育を行う．以上の科目を全て履修していることが
望ましい．
　2年後期のアセンブリ言語を教育する「コンパイラ構成
法」と代表的なデータ構造を教育する「データ構造とアル
ゴリズムII」，そして3年前期のOSの機能を教育する「オ
ペレーティングシステム」は，本科目の理解を助けるため
併せて履修することを勧める．



2019-7030000434-01計算機工学Ⅲ

佐藤　寿倫

◎電情電子通:A-4

1. パイプラインを構築できる． 　(A-4)

2.マイクロアーキテクチャレベルの性能改善方式を説明できる．　(A-4)

3.システムレベルの性能改善方式を説明できる． 　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-4

1. パイプラインを構築できる． 　(A-4)

2.マイクロアーキテクチャレベルの性能改善方式を説明できる．　(A-4)

3.システムレベルの性能改善方式を説明できる． 　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000434-01計算機工学Ⅲ

佐藤　寿倫

◎電情ｼｽﾃ:A-4

1. パイプラインを構築できる． 　(A-4)

2.マイクロアーキテクチャレベルの性能改善方式を説明できる．　(A-4)

3.システムレベルの性能改善方式を説明できる． 　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000394-01計算機ネットワーク

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

上山　憲昭

◎－－－　概要　－－－◎

1960年代に米国で発明されたインターネットは，1980年代に商
用利用が開始された後，急速に普及し，今や日常的に多くの人
が利用し，現代生活を営む上で無くてはならない社会インフラ
としての役割を担っている．本科目では，通信事業者での研究
開発に従事してきた実務経験を活かし，パソコンやスマート
フォンなどの計算機間でデータを交換するための技術や，イン
ターネットを支える様々な技術の基礎的知識を講義する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

パケット交換方式と回線交換方式の差異や，インターネットの
４つの各階層の役割を説明できる．(知識・理解)

MACプロトコル，物理アドレスの基礎的知識を理解し説明で
きる．(知識・理解)

IPアドレッシングとルーティングアルゴリズムの原理を理解す
る．(知識・理解)

TCPの高信頼データ転送や輻輳制御の原理を理解する．(知識・
理解)

DNSの原理を理解し，名前解決のシーケンスを説明できる．
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予め講義資料をMoodleで配布するので予習し，講義内容につい
てイメージを持っておくこと(60分)．予習時に理解できない箇
所を授業で解決するよう努めること．

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

上述の到達目標を満たしていること．

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

小テスト(3回)の得点を30%，期末試験の得点を70%の重みで評
価する．

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

「通信工学I」を受講していることが望ましい．

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学，通信工学，情報工学の基礎を幅広く理解すること．
(JABEEの(B-2))

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
学習目標

1
計算機ネットワークの概要
回線交換とパケット交換の原理を学び，OSI7階層モデルの狙いと各階層の概要を理解する．

2
リンク層(1)： MACプロトコル
リンク層プロトコルの概要を知り，誤り検出・訂正技術の基礎と，ALOHA，CSMA，CSMA/CDなどの
MACプロトコルを理解する．

3
リンク層(2)： LANの概要とイーサネット
物理アドレスとIPアドレスとの違いを理解し，ARの動作，イーサネットの種類，イーサスイッチの動
作，スパンニングツリー，VLANについて学ぶ．

4
リンク層(3)： 無線LAN
無線LANの構成機器と規格や，そのMACプロトコルであるCSMA/CAの動作を理解する．

小テスト1

5
ネットワーク層(1)： ルータ内部構造とアドレス体系
ネットワーク層の役割とルータの機能と内部構造を理解する．またIPアドレスの体系と，CIDRやLongest
prefix matchingなどのアドレッシングに関する技術を学ぶ．

6
ネットワーク層(2)： AS内ルーティング
単一のネットワーク内で用いられるリンクステート型ルーティングの特徴を学び，代表的なアルゴリズム
であるダイクストラ法を理解する．

7
ネットワーク層(3)： AS間ルーティング
複数のネットワーク間の経路制御に用いられる距離ベクトルルーティングの特徴と，そのプロトコルであ
るBGPの仕組みを理解する．

小テスト2

8
トランスポート層(1)： 高信頼転送の原理
トランスポート層プロトコルの主な機能を知り，高信頼転送の原理と，その具体例であるStop-and-wait，
GBN，Selective repeatの動作を理解する．

9
トランスポート層(2)： TCPプロトコル
TCPのフロー制御・コネクション確立・終了処理の概要を理解する．またTCPのフロー制御の原理と，代
表的なTCPプロトコルの動作を理解する．

10
アプリケーション層
インターネットの代用的なサービスであるWeb，動画配信，電子メールで用いられるプロトコルの概要
と，DNSの動作を理解する．

11
ネットワーク測定(1)： パッシブ測定
netstatやSNMPを用いた統計情報の測定技術と，パッシブ測定におけるパケットキャプチャの必要性を理
解する．またフロー測定技術の概要を学ぶ．

12
ネットワーク測定(2)： アクティブ測定
ICMPを利用したpingとtracerouteによる遅延測定技術と，iperfとpathloadによるスループットと可用帯域測
定技術を理解する．

小テスト3

13
演習(1)
第1～4回の講義内容の復習

14
演習(2)
第5～7回の講義内容の復習

15
演習(3)
第8～12回の講義内容の復習

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間である．

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料を用いて授業を行うためテキストを購入する必要はない．

◎－－－　参考書　－－－◎

1. J. Kurose, K. Ross, Computer Networking - A Top-Down Approach (7-th Edition), ISBN 0133594149, 2016年
2. 池田博昌，山本幹，情報ネットワーク工学，ISBN 4274206283, 2009年



2019-7030000394-01計算機ネットワーク

上山　憲昭

◎電情電子通:A-3

1.パケット交換方式と回線交換方式の差異や，インターネットの４つの各階層
の役割を説明できる．　(A-3)

2.MACプロトコル，物理アドレスの基礎的知識を理解し説明できる．　(A-3)

3.IPアドレッシングとルーティングアルゴリズムの原理を理解する．　(A-3)

4.TCPの高信頼データ転送や輻輳制御の原理を理解する．　(A-3)

5.DNSの原理を理解し，名前解決のシーケンスを説明できる．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-2

1.パケット交換方式と回線交換方式の差異や，インターネットの４つの各階層
の役割を説明できる．　(A-2)

2.MACプロトコル，物理アドレスの基礎的知識を理解し説明できる．　(A-2)

3.IPアドレッシングとルーティングアルゴリズムの原理を理解する．　(A-2)

4.TCPの高信頼データ転送や輻輳制御の原理を理解する．　(A-2)

5.DNSの原理を理解し，名前解決のシーケンスを説明できる．　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000394-01計算機ネットワーク

上山　憲昭

◎電情ｼｽﾃ:A-2

1.パケット交換方式と回線交換方式の差異や，インターネットの４つの各階層
の役割を説明できる．　(A-2)

2.MACプロトコル，物理アドレスの基礎的知識を理解し説明できる．　(A-2)

3.IPアドレッシングとルーティングアルゴリズムの原理を理解する．　(A-2)

4.TCPの高信頼データ転送や輻輳制御の原理を理解する．　(A-2)

5.DNSの原理を理解し，名前解決のシーケンスを説明できる．　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000424-01情報処理概論「（再）　【14台以前】」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・６時限　　試験時間割：後日発表　　

廣重　法道

◎－－－　概要　－－－◎

　社会の情報化はますます進展している．一方，情報処理技術
は，ハードウェアやソフトウェア，通信技術など極めて幅広い
分野にまたがっている．そのため，情報処理の専門家を目指す
者は，これらの幅広い技術に関して充分な知識を有する必要が
ある．また，大規模システムの開発手法や，企業活動と情報処
理システムの役割などについても理解しておく必要がある．以
上のことは，4年間の各専門科目の学習で順次学習していくこ
とになるが，本科目はその入門となるものである．
　講義では、情報系企業でのシステム開発、ネットワーク構築
などの実務経験を通して得た知見や技術の事例を織り交ぜなが
ら進める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータのハードウェアやソフトウェア，ネットワーク・
インターネットなどに関する基礎的・基本的な内容を理解す
る．(知識・理解)

大規模システムの開発手法や企業における情報処理システムの
役割などについてその概要を理解する．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

moodleより当日資料を事前に印刷しておき、一読しておくこ
と．（３０分）

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

  授業計画に記述したコンピュータやインターネットに関する
基礎的・基本的な内容や，大規模システムの開発手法や企業に
おける情報処理システムの役割などの概要を理解しているこ
と．

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

定期試験（60%)と平常点（40%)で評価する．講義時に定期的
に出題する小テストの結果を平常点とする．
小テストについては、講義内で解説したのちに回収する。小テ
スト用紙については後日返却する．

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

(1)本科目は2年次以降に受講する情報関係の諸専門科目の入門
となるものである．
(2)小テストは講義中に紙を配布し，その講義中に回収する．
(3)授業で用いるスライドはmoodleシステムで提供するので，適
宜参照して予習・復習を行うこと．

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学，通信工学，情報工学の基礎を幅広く理解すること．
（JABEE学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画学習目標

1
情報処理とコンピュータ　
コンピュータの基本機能，コンピュータの歴史，将来像などについて理解する．

2
コンピュータの動作原理　
CPU，メモリの役割，プログラムの実行，コンパイラの役割など，コンピュータ全体
としての大まかな動作原理を理解する．

3～4
情報の表現
コンピュータ内部における数字，文字，マルチメディア情報（画像・音声など）の
データの表現方法について理解する．

5
ハードウェア
コンピュータを構成する論理回路，CPU，記憶装置，補助記憶装置などの概要につい
て理解する．

6～7
ソフトウェア
OS,データベースシステムなどの概要について理解する．

8
ネットワーク
ネットワークアーキテクチャの必要性や概要，LAN，WANの概要などについて理解す
る．

9～10
インターネット
インターネットにおけるIPアドレス，ドメイン名などの概要を理解する．

11
アプリケーション・プログラム
アプリケーション・プログラムを作成・開発するために必要となる種々の技術や技法
について，その概要を知る．

12
情報システム
情報システムの処理形態，システムの信頼性などの概要について理解する．

13
情報セキュリティと情報倫理
セキュリティを確保するための種々の技法についてその概要を理解する．

14
開発管理
大規模システムの開発で採用されている種々のソフトウェア工学的手法の概要を理解
する．

15
企業における情報システム
企業における情報システムの役割について基礎的な事項を理解する．

この科目の授業時間数は定期試験を含めて23.5時間である．

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。講義で使用するスライドをプリントアウトして持参するこ
と．

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤憲一：「コンピュータと情報処理」2008年，共立出版，2400円, ISBN
978-4-12214-7
平野允，丁井雅美編：「情報処理システム概論（第２版）」2004年，共立出版，2400
円，ISBN978-4-320-12233-8



2019-7030000424-01情報処理概論「（再）　【14台以前】」

廣重　法道

◎電情:A-3,A-4

1.コンピュータのハードウェアやソフトウェア，ネットワーク・インターネッ
トなどに関する基礎的・基本的な内容を理解する．　(A-3)

2.大規模システムの開発手法や企業における情報処理システムの役割などにつ
いてその概要を理解する．　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000460-01情報セキュリティ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

上山　憲昭

◎－－－　概要　－－－◎

ITインフラの整備とインターネットの普及により，人々の暮し
は大きく変化し利便性が飛躍的に向上したが，一方で，個人情
報の漏えい，ウィルスなどの不正プログラム(マルウェア)の感
染などによる被害は，社会基盤や生活環境を脅かす要因となり
つつある．本科目では，通信事業者での研究開発に従事してき
た実務経験を活かし，インターネット上で情報の秘匿性を確保
する暗号技術や，マルウェア感染・DDoS攻撃などのサイバー
攻撃の対策技術など，情報セキュリティ技術の基礎的知識を講
義する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

共通鍵暗号と公開鍵暗号の原理を理解する．(知識・理解)

暗号の応用技術である，ディジタル署名，SSL/TLS，IPsecの基
礎的知識を理解し，他人に説明できる．(知識・理解)

ポートスキャン，マルウェア感染，DDoS攻撃といったサイ
バー攻撃と対策の基礎的知識を理解する．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予め講義資料をMoodleで配布するので予習し，講義内容につい
てイメージを持っておくこと(60分)．予習時に理解できない箇
所を授業で解決するよう努めること．

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

上述の到達目標を満たしていること．

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

小テスト(3回)の得点を30%，期末試験の得点を70%の重みで評
価する．

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

「計算機ネットワーク」を受講していることが履修の条件であ
る．

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

コンピュータシステムとシステムプログラムの原理や構造を理
解し，その設計や実現を効果的に行う能力．(JABEEの(C-1))

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
学習目標

1
共通鍵暗号
暗号の概要について知り，当事者間で共通の鍵を用いる共通鍵暗号として広く普及しているDESの仕組みを理解する．

2
公開鍵暗号(1)
送信者と受信者で異なる鍵を用いる公開鍵暗号のアイデアを理解し，代表的な公開鍵暗号であるRSA暗号の原理と仕組
みを学ぶ．

3
公開鍵暗号(2)，ディジタル署名
RSA暗号の安全性の土台となる素因数分解の困難性を学ぶ．また公開鍵暗号の重要な応用であるディジタル署名の仕組
みを理解する．

4
SSL/TLS
Webサイトにクレジットカード番号など重要な情報を送信する際に必須のセキュリティ技術である，SSL/TLSとサーバ
証明書の仕組みを理解する．

小テスト1

5
IPsec
共通鍵暗号，ディジタル署名，鍵交換技術を用いて，インターネット上でセキュアにデータを転送するIPsecの仕組み
を理解する．

6
アクセス制御
企業や大学など組織のネットワークを外部の脅威から守るアクセス制御の仕組みを理解する．

7
サイバー攻撃の概要とリスク
様々なサイバー攻撃の概要を理解し，サイバー攻撃のベースとなるマルウェア感染などのリスクと基本的な対処法を学
ぶ．

8
ポートスキャンと対策
様々なサイバー攻撃の出発点となるポートスキャンの概要を理解し，その対策方法を学ぶ．

小テスト2

9
マルウェア感染と対策(1)： 誤操作による感染
マルウェアの感染経路について知り，スパムメール検知技術など，誤操作によるマルウェア感染の様々な対策技術を理
解する．

10
マルウェア感染と対策(2)： ソフトウェア脆弱性による感染
ソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃手法を学ぶ．とくにメモリ破壊系の攻撃に対する対策技術の概要を理解する．

11
感染ホストの遠隔操作
マルウェア感染ホストに攻撃者が命令を出し様々なサイバー攻撃を行うボットネットについて学び，その検出を困難化
するFasr-fluxなど攻撃者の技術を理解する．

12
DDoS攻撃と対策
DDoS攻撃の概要と，DDoS攻撃に加担するホストの検出技術を理解する．

小テスト3

13
演習(1)
第1回～第4回の講義内容を復習する．

14
演習(2)
第5回～第8回の講義内容を復習する．

15
演習(3)
第9回～第12回の講義内容を復習する．

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間である．

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料を用いて授業を行うためテキストを購入する必要はない．

◎－－－　参考書　－－－◎

1. 八木毅，秋山満昭，村山純一，コンピュータネットワークセキュリティ，ISBN 4339024953，2015年
2. J. Kurose, K. Ross, Computer Networking - A Top-Down Approach (7-th Edition), ISBN 0133594149, 2016年
3. 伊藤正史，図解雑学 暗号理論，ISBN 4816334653，2003年



2019-7030000460-01情報セキュリティ

上山　憲昭

◎電情電子通:A-3

1.共通鍵暗号と公開鍵暗号の原理を理解する．　(A-3)

2.暗号の応用技術である，ディジタル署名，SSL/TLS，IPsecの基礎的知識を理
解し，他人に説明できる．　(A-3)

3.ポートスキャン，マルウェア感染，DDoS攻撃といったサイバー攻撃と対策の
基礎的知識を理解する．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.共通鍵暗号と公開鍵暗号の原理を理解する．　(A-3)

2.暗号の応用技術である，ディジタル署名，SSL/TLS，IPsecの基礎的知識を理
解し，他人に説明できる．　(A-3)

3.ポートスキャン，マルウェア感染，DDoS攻撃といったサイバー攻撃と対策の
基礎的知識を理解する．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000460-01情報セキュリティ

上山　憲昭

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.共通鍵暗号と公開鍵暗号の原理を理解する．　(A-3)

2.暗号の応用技術である，ディジタル署名，SSL/TLS，IPsecの基礎的知識を理
解し，他人に説明できる．　(A-3)

3.ポートスキャン，マルウェア感染，DDoS攻撃といったサイバー攻撃と対策の
基礎的知識を理解する．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000129-01情報理論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

大橋　正良

◎－－－　概要　－－－◎

近年、パソコンはもとより、携帯電話・スマートホンをはじめ
とするディジタル情報通信機器の普及は目覚ましく、人々の生
活にとって必要不可欠な存在となってきた。また地デジ、
CD、DVDなどディジタル化された伝送媒体や記録媒体も私た
ちの周辺にあたりまえのように存在している。このような現代
のディジタル情報化社会を支える基本技術は、ハードウエアの
進歩に加え、情報を効率よく格納する高能率符号化や伝送路の
信頼性を著しく向上させ得る誤り訂正符号などの情報理論を基
礎とした技術の進歩によるところが大きい。本科目では、これ
ら高能率符号化・誤り検出・訂正符号と、それらの基礎となる
シャノンの情報理論を学ぶ。講義では通信事業者研究所にて高
能率符号化技術の研究を実施し、H29,30とIEICE情報理論研究
会委員長を担当した経験のある担当教員が、シャノン理論の現
代の通信への貢献への見地から授業を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報理論の基礎概念を理解し、またそれが実際の情報・通信シ
ステムでどのように利用されているかを理解する。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

事前に教科書を予習し、キーワードだけでも頭に入れておくこ
と。理解できない所、難解な所は自分なりに自由に想像し、何
らかのイメージを持っておくこと。予習時には前回講義範囲の
テキストとノートを読み返し、復習しておくこと(60分)。初回
授業前に中学、高校数学で学習した確率・統計および対数に関
する内容を復習しておくこと(90分)。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)情報理論の目的や応用分野を理解していること。
(2)事象の生起確率から、情報量、平均情報量を理論式で求めら
れること。
(3)情報源符号化の原理について理解し、ハフマン符号化ができ
ること。
(4)通信路符号化の原理、相互情報量、通信路容量について理解
していること。

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

演習・課題(20%)と期末試験(80％)で評価する。

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

演習問題等のプリントをFUポータル「授業支援／講義照会」
等により配布するので定期的にチェックし、教科書と併せて予
習、復習を行うこと(各30分)。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎となる情報理論を理解す
ること。
（JABEE学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．情報理論の概要
　情報通信における情報理論
２．事象の情報量
３．確率変数のエントロピー１
４．確率変数のエントロピー２
５．相互情報量
６．情報源符号化
７．平均符号語長の下界
８．理想符号語長とエントロピー
９．情報源符号化定理
10．マルコフ情報源
11．通信路と符号化
12．線形符号
13．線形符号の具体例
14．通信路容量と通信路符号化定理
15．まとめ

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　教科書　－－－◎

楫 勇一「情報・符号理論」オーム社、2,600円+税
ISBN 978-4-274-21317-5

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)甘利俊一「情報理論」ちくま学芸文庫、
ISBN978-4-480-09358-5
(2)クロード・E・シャノン「通信の通学的理論」ちくま学
芸文庫、ISBN:978-4-480-09222-9
(1)(2)は文庫になっており読みやすい。特に(2)は情報理論
を創設したシャノン研究の新訳
(3)今井秀樹:「符号理論」（電子情報通信学会）
ISBN：978-4-88552-090-7
(4)宮川洋:「情報理論」（コロナ社）
ISBN：978-4-339-00102-0



2019-7030000129-01情報理論

大橋　正良

◎電情電子通:A-2

1.情報理論の基礎概念を理解し、またそれが実際の情報・通信システムでどの
ように利用されているかを理解する。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-2

1.情報理論の基礎概念を理解し、またそれが実際の情報・通信システムでどの
ように利用されているかを理解する。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000129-01情報理論

大橋　正良

◎電情ｼｽﾃ:A-2

1.情報理論の基礎概念を理解し、またそれが実際の情報・通信システムでどの
ように利用されているかを理解する。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000457-01通信応用

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞

◎－－－　概要　－－－◎

　テレビ、ラジオ、携帯電話、コードレス電話、無線LANな
ど、電気通信は身近なインフラであり、電気通信の無い生活は
考えられない。本講義では電波を用いた無線通信の応用を中心
として、アンテナ、変調および復調方式、電波伝搬、無線回線
設計の基礎を学ぶ。講義では，企業において携帯電話システム
や無線通信機器の設計開発を行った経験を踏まえ，実際の通信
システムの具体例を交えて解説する．
　なお、この科目は無線従事者資格「第一級陸上特殊無線技
士」および「第二級海上特殊無線技士」の資格を、卒業後に国
家試験免除で取得するために必要な科目の1つである。詳細は
本シラバスの「電子情報工学科のカリキュラムについて」の
「６．その他」を参照のこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的なアンテナの名称と特徴を理解し、基本的事項を説明で
きると。(知識・理解)

電波伝搬のメカニズムを理解し、基本的事項を説明できると。
(知識・理解)

高周波回路および高周波デバイスに関する知識を有し、基本的
事項を説明できると。(知識・理解)

基本的な変調方式と復調処理の知識を有し、デジタル変調のコ
ンスタレーションとの対応が説明できること。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

　講義に際しては教科書を予習し、キーワードだけでも頭に入
れておくこと。理解できない所、難解な所は自分なりに想像
し、何らかのイメージを持っておくこと。moodleに演習問題を
公開するので、復習しながら解いておくこと。これらの予習・
復習を授業1回あたりそれぞれ1時間および2時間程度は行う必
要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1) 代表的アンテナの種類と特徴、およびインピーダンス整合
について理解していること
(2) 電波伝搬と無線回線設計の基礎について理解していること
(3) 無線機に用いられる高周波回路デバイスに関する基礎知識
を有すること
(4) 変復調に関する基礎知識を有し、コンスタレーションの意
味を理解していること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　定期試験で評価する。

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

　通信工学I、ディジタル信号処理、電気回路、電子回路での
学習事項を基礎に講義するので、上記科目の単位を取得してい
ることを強く推奨する。未履修の者はテキストを事前に独習し
なければ授業の理解が困難となるので、特に十分な予習を要す
る。なお、演習問題等のプリントをmoodleにより配布するので
定期的にチェックすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. 電波伝搬の概要と周波数利用
 2. 高周波回路とデバイス（１）
 3. 高周波回路とデバイス（２）
 4. フィルタと減衰器
 5. デジタル変復調（１）
 6. デジタル変復調（２）
 7. コンスタレーション
 8. デジタル無線通信と誤り制御
 9. 例題演習
10. 電磁波と偏波面
11. アンテナの基礎理論
12. 給電線と分布定数線路
13. インピーダンス整合と定在波比
14. 電波伝搬と通信ケーブル
15. 回線設計

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電気通信振興会編：「第一級陸上特殊無線技士　無線工
学」5版（電気通信振興会，2018年）
ISBN:978-4-8076-0874-4

◎－－－　参考書　－－－◎

(1) 津田良雄：「実用デジタル無線技術」（電気通信振興
会，2012年，2,520）
ISBN:978-4-8076-0690-0
(2) 竹田義行監修:改訂版 ワイヤレス・ブロードバンド時代
の電波/周波数教科書 ( インプレス標準教科書シリーズ)
（インプレスR&D，2008年）
ISBN：978-4-8443－2529-1
(3) 後藤尚久著:「アンテナの科学」（講談社）
ISBN：978-4-06-132679-8



2019-7030000457-01通信応用

太郎丸　眞

◎電情電子通:A-3

1.代表的なアンテナの名称と特徴を理解し、基本的事項を説明できると。　
(A-3)

2.電波伝搬のメカニズムを理解し、基本的事項を説明できると。　(A-3)

3.高周波回路および高周波デバイスに関する知識を有し、基本的事項を説明で
きると。　(A-3)

4.基本的な変調方式と復調処理の知識を有し、デジタル変調のコンスタレー
ションとの対応が説明できること。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000430-01通信工学Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞、太田 真衣

◎－－－　概要　－－－◎

　近年ディジタル通信技術が急速に進歩し、ADSLや光ファイ
バ，LTEスマートフォンによるインターネットアクセスが一般家
庭でもごく普通のこととなった。さらにWiMAX、WiFi無線LAN
等のモバイルアクセスシステムが普及し、ブロードバンド化が進
んでいる。本講義ではこれらの身近な通信システムやネットワー
ク機器を活用し、または新たなシステムや装置を設計・開発・維
持管理するうえで基礎となる以下の事項について学習する。
・情報通信ネットワークアーキテクチャ
・通信プロトコルの基礎事項
・信号波形と周波数スペクトルとの関係
・変調と復調
なお講義では，企業において携帯電話システムや無線通信機器の
設計開発を行った経験を踏まえ，実際の通信システムの具体例を
交えて解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

高度情報化社会を支えるコア技術の一つである電気通信ネット
ワークの構成を理解し、説明できる。(知識・理解)

情報伝送に用いる電気信号波形と周波数スペクトルについての数
学理論を理解し、それらの関係を説明できる。(知識・理解)

変調の原理と代表的変調方式の特徴について理解し、説明でき
る。

通信手順（プロトコル）に関する基礎知識を持ち、代表的なプロ
トコルについて説明できる。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義に際しては事前に教科書を予習し、キーワードだけでも頭
に入れておくこと。理解できない所、難解な所は自分なりに自由
に想像し、何らかのイメージを持っておくこと。予習時には前回
講義範囲のテキストとノートを読み返し、復習しておくこと。こ
れらの予習・復習を授業1回あたりそれぞれ1時間および2時間程
度は行う必要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)ネットワークアーキテクチャの基礎的知識を有していること
(2)フーリエ変換によりスペクトルの計算ができること
(3)変調と復調の各種方式を理解していること
(4)メディアアクセス制御プロトコルの基本を理解していること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

定期試験で評価する。

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

２年次科目「情報理論」と「ディジタル信号処理」との関係が深
い内容なので、上記科目を履修することを強く推奨する。ここで
学習した理論と、日頃使用している携帯電話や地上ディジタルテ
レビ放送などの通信システムとの関連について考えること。な
お、演習問題等のプリントをFUポータル「授業支援／講義照会」
等により配布するので、定期的にチェックすること。
　この科目は、卒業後に無線従事者資格「第一級陸上特殊無線技
士」を国家試験免除で取得するために必要な科目の一つである
（シラバス「電子情報工学科のカリキュラムについて」の「６．
その他」参照）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～11，14，15回：太郎丸
12.13回：太田

 1. 情報ネットワークの構成と分類
 2. 通信プロトコルにおける基礎概念
 3. 交換方式とOSIにおける階層化
 4. サービス品質(QoS)と体感品質(QoE)
 5. 信号伝送と同期方式
 6. 基底帯域伝送と変調を用いた伝送
 7. フーリエ変換とスペクトラム
 8. 変調の基礎
 9. 各種ディジタル変調
10. 多重化方式
11. 誤り制御方式
12. MACプロトコルの基礎
13. ランダムアクセス方式と要求割り当て方式
14. 有線LANのMACプロトコル
15. 無線LANのMACプロトコル
この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田坂修二著:「情報ネットワークの基礎」［第２版］（数
理工学社）ISBN:978-4-86481-008-1
※このテキストは３年次科目「通信工学Ⅱ」でも使用する
ものである

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)鈴木博著:「ディジタル通信の基礎」（数理工学社，
2012年）
ISBN：978-4-901683-84-5
(2)鈴木利則著:「通信システム工学」（コロナ社）
ISBN 978-4-339-00893-7
(3)植松友彦著:「よくわかる通信工学」（オーム社）
ISBN 978-4-274-13041-X
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太郎丸　眞、太田 真衣

◎電情電子通:A-2

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである電気通信ネットワークの構成
を理解し、説明できる。　(A-2)

2.情報伝送に用いる電気信号波形と周波数スペクトルについての数学理論を理
解し、それらの関係を説明できる。　(A-2)

3.変調の原理と代表的変調方式の特徴について理解し、説明できる。

4.通信手順（プロトコル）に関する基礎知識を持ち、代表的なプロトコルにつ
いて説明できる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである電気通信ネットワークの構成
を理解し、説明できる。　(A-3)

2.情報伝送に用いる電気信号波形と周波数スペクトルについての数学理論を理
解し、それらの関係を説明できる。　(A-3)

3.変調の原理と代表的変調方式の特徴について理解し、説明できる。

4.通信手順（プロトコル）に関する基礎知識を持ち、代表的なプロトコルにつ
いて説明できる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000430-01通信工学Ⅰ

太郎丸　眞、太田 真衣

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである電気通信ネットワークの構成
を理解し、説明できる。　(A-3)

2.情報伝送に用いる電気信号波形と周波数スペクトルについての数学理論を理
解し、それらの関係を説明できる。　(A-3)

3.変調の原理と代表的変調方式の特徴について理解し、説明できる。

4.通信手順（プロトコル）に関する基礎知識を持ち、代表的なプロトコルにつ
いて説明できる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000436-01通信工学Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

大橋　正良、森　慎太郎

◎－－－　概要　－－－◎

近年ディジタル通信技術が急速に進歩し、光ファイバによるイ
ンターネットアクセス、WiFi無線LANの高速化が進む一方で、
携帯電話では間もなく第5世代システムの開始が見込まれ、一
層のブロードバンド化が進んでいる。本講義では、通信工学I
の後継の講義として、情報通信システムの各種方式からアーキ
テクチャ、プロトコルまで学び、これをふまえ例として現在の
移動通信システムを俯瞰する。講義では携帯事業者での在籍経
験を持つ担当教員が、発達の歴史も踏まえた通信全体像の説明
を実施する。

(1)情報通信ネットワークの構成とアーキテクチャ
(2)情報通信ネットワークの各レイヤにおけるプロトコル
(3)情報通信ネットワークのセキュリティとトラフィック理論の
概要
(4)移動通信システムの概要

◎－－－　到達目標　－－－◎

高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も
基礎的な理論と実例について学び、通信システムやネットワー
ク機器を設計・開発・維持管理するうえで基礎となる上記項目
を理解することを目標とする。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義に際しては事前に教科書を予習しておくこと。理解できな
い所、難解な所は自分なりに自由に想像し、何らかのイメージ
を持っておくこと。予習時には前回講義範囲のテキストとノー
トを読み返し、復習しておくこと(30分)。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)情報通信ネットワークの構成とアーキテクチャについて理解
していること
(2)情報通信ネットワークの各レイヤにおけるプロトコルについ
て理解していること
(3)情報通信ネットワークのセキュリティとトラフィック理論の
概要について理解していること
(4)移動通信システムの概要について理解していること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

期末試験70％、平常点（レポート・課題・小テストなど）30％

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

「通信工学 I」（２年後期）での学習事項を基礎に講義するの
で、同科目を履修していることを強く推奨する。加えて、「計
算機ネットワーク」（３年前期）を履修することが望ましい。
ここで学習した理論と、日頃使用しているスマートホンなどの
通信システムとの関連について考えること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～15回：大橋
1,15回：森

1.情報ネットワーク概観
2.データリンク層プロトコル
3.各種交換方式とコネクション制御
4.ルーティングと輻輳制御
5.IPv4.アドレス構造
6.IPルーティング、IPv6
7.TCP/UDPとQoS保証技術
8.QoS保証技術、DNS、HTTP
9.ネットワークセキュリティ1
10.ネットワークセキュリティ2
11.現在の移動通信ネットワークシステム概要
12.性能評価：待ち行列モデル
13.性能評価：リトル、ポラゼック-ヒンチンの公式ならび
にポワソン過程
14.指数分布ならびにM/G/1待ち行列
15.まとめ

この科目の授業時間数は試験を含めて23.5時間である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田坂修二,「情報ネットワークの基礎第2版」,2013年11
月,2,625円,数理工学社 , サイエンス社 ,ISBN-9784864810081

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)服部武、藤岡雅宣著：「改訂三版　ワイヤレスブロード
バンド教科書　高速IPワイヤレス編」､2008年,4,300円,イン
プレスR&D,ISBN978-4-8443-2642-7
(2)鈴木博著:「ディジタル通信の基礎」,2012年,2,400円,数
理工学社，サイエンス社 ,
ISBN978-4-901683-84-5



2019-7030000436-01通信工学Ⅱ

大橋　正良、森　慎太郎

◎電情電子通:A-4

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も基礎的な理論
と実例について学び、通信システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管
理するうえで基礎となる上記項目を理解することを目標とする。　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-4

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も基礎的な理論
と実例について学び、通信システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管
理するうえで基礎となる上記項目を理解することを目標とする。　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000436-01通信工学Ⅱ

大橋　正良、森　慎太郎

◎電情ｼｽﾃ:A-4

1.高度情報化社会を支えるコア技術の一つである情報通信の最も基礎的な理論
と実例について学び、通信システムやネットワーク機器を設計・開発・維持管
理するうえで基礎となる上記項目を理解することを目標とする。　(A-4)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002374-01ディジタル信号処理

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

大橋　正良

◎－－－　概要　－－－◎

ディジタル信号処理技術は、今日私たちが日常使っているス
マートホンやパソコン・タブレット端末、デジタルカメラな
ど、ありとあらゆる電子機器に組み込まれ活躍している。例え
ばスマートホンの音楽プレーヤーで音楽を楽しんだり、ビデオ
デコーダでYouTube等のビデオを楽しむのも、またInstagramで
の撮影写真の各種効果付加もすべてデジタルデータに対する信
号処理で支えられている。さらには全く気づかないが、スマー
トホンやテレビでの通信のための信号処理も実はすべてディジ
タル信号処理が担っている。本講義では、このように現代の情
報化社会にとって不可欠な基盤であるディジタル信号処理技術
の基礎を学ぶ。この先情報通信、画像処理、オーディオ処理等
を学ぶにあたっては必須の内容である。本講義では通信事業者
に在籍し、各種スマートフォンアプリ技術開発に従事した経験
ある担当教員が、実際に実装されている例も紹介しながら講義
を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義では、３年次に学習する音声情報処理工学、画像処理工
学、および通信工学I、IIの基礎として、これらに共通する信号
処理の基本を理解することを目標とする。(知識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1) サンプリング定理について理解していること
(2) 量子化と量子化雑音について理解していること
(3) 線形システム・フィルタの伝達関数とインパルス応答につ
いて理解していること
(4) FFTの原理について理解していること
(5)トランスバーサルフィルタおよび2次程度のIIRフィルタの設
計ができること

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義に際しては事前に教科書を予習し、キーワードだけでも頭
に入れておくこと。難解な所は自分なりに自由に想像し、何ら
かのイメージを持つこと。スライドを見るだけにせず、自分で
再構成してノートを取り、復習時にポイントをまとめた自分オ
リジナルのノートを作ること（あるいはプリントしたスライド
に書き込んで自分のノートとしてもよい）。また、予習時 には
前回講義範囲のテキストとノートを読み返し、復習しておくこ
と。初回授業前に電気回路Iの複素数に関する内容を復習して
おくこと(60分)。

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

平常点（課題・レポート）３０％、定期試験７０％で評価す
る。

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

授業で説明に用いるスライドをFUポータル「授業支援/講義照
会」で配布するので適宜参照されたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．全体概要・信号の表現
２．信号処理システム、線形時不変システム
３．信号処理システムの実現
４．Z変換とシステムの伝達関数
５．システムの周波数特性
６．信号の周波数解析とサンプリング定理
７．信号の周波数解析とサンプリング定理２
８．離散時間フーリエ変換
９．高速フーリエ変換(FFT)
10．高速フーリエ変換(FFT)と窓関数
11．ディジタルフィルタ1
12．ディジタルフィルタ2
13．ディジタル画像の表現
14．画像のフィルタ処理
15．まとめ

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

貴家仁志著:「ディジタル信号処理」（オーム社）、2,600
円+税
ISBN978-4-274-21607-7

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)横田康成「信号処理の基礎」森北出版、2013年、
ISBN978-4-627-81051-8
(2)三谷政昭「Scilabで学ぶディジタル信号処理」CQ出版
社、2010年、ISBN978-4-7898-3092-8



2019-7030002374-01ディジタル信号処理

大橋　正良

◎電情電子通:A-2

1.本講義では、３年次に学習する音声情報処理工学、画像処理工学、および通
信工学I、IIの基礎として、これらに共通する信号処理の基本を理解することを
目標とする。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.本講義では、３年次に学習する音声情報処理工学、画像処理工学、および通
信工学I、IIの基礎として、これらに共通する信号処理の基本を理解することを
目標とする。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002374-01ディジタル信号処理

大橋　正良

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.本講義では、３年次に学習する音声情報処理工学、画像処理工学、および通
信工学I、IIの基礎として、これらに共通する信号処理の基本を理解することを
目標とする。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002322-01ディジタル電子回路

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　寿倫

◎－－－　概要　－－－◎

　ディジタル電子回路はいまや，1チップ上に数10億のトラン
ジスタを集積する大規模システムと化している．本科目では，
システムLSIと呼ばれる大規模なディジタル電子回路を扱い，
その設計について論理回路レベルの上位・下位の両面から学
ぶ．ディジタル電子回路の基本素子であるMOSトランジスタの
動作を理解すること，およびディジタル回路の設計の流れを説
明できることを目標とする．
　まず，システムLSIの基本素子であるMOSトランジスタ，お
よびそれを用いて構成されるCMOSディジタル回路の構成・動
作・特性を学ぶ．続いて，システムLSIの設計の流れについて
学ぶ．
　企業におけるシステムLSIの研究開発経験を活かし，実際に
関わった事例などを参考に講義する．
　適宜，課題を課す．講義中にも演習を課す場合がある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

MOSトランジスタの動作を理解し，その説明ができる．(知
識・理解)

CMOS論理ゲート回路の構成と動作を理解し，その実現や説明
ができる．(知識・理解)

システムLSIの設計・製造の仕組みを理解し，それらを説明で
きる．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予め講義資料をMoodleで配布するので，予習しておくこと
（90分）．講義終了後はModdleで提供される小テストを行い，
復習に努めること（90分）．理解度に応じて提出課題を課す場
合があるので，解答したうえで提出すること．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「授業の到達目標」に掲げた目標について，定期試験
（60%）と授業時間外の学習（40%）で評価する．提出課題の
解説を講義中に実施する．定期試験の解答例をMoodleで公開す
る．

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉本雅彦（編著），集積回路工学，オーム社，2013年，2,600円
（＋税），ISBN-9784274214271

◎－－－　参考書　－－－◎

末次・堀尾（共著），電子回路基礎ノート，コロナ社，2011
年，2,800円（＋税），ISBN-9784339008197
小谷・西村（共著），LSI工学，森北出版，2005年，3,024円
（＋税），ISBN-9784627773011
天野英晴（著），マンガでわかるディジタル回路，オーム社，
2013年，2,000円（＋税），ISBN-9784274069581

◎－－－　授業計画　－－－◎

  ガイダンス，習熟度調査
  集合と論理
  基本論理ゲートと組み合わせ回路
  順序回路と同期設計
  集積回路
  MOSトランジスタの動作原理
  CMOSスタティック回路
  雑音余裕，プロセスフロー
  ラッチ，フリップフロップ，メモリ
  スイッチング特性
  2の補数表現，加算器
  高速加算器と乗算器
  ディジタル回路の設計フロー
  消費電力
  寄生素子と2次効果，比例縮小則

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間であ
る．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　2年前期の「論理回路」で教育されるハードウエアの基
本に関する知識を踏まえ，スイッチング素子としてのディ
ジタル電子回路に関する教育を行う．以上の科目を単位修
得していることが望ましい．
　本科目と同じ2年後期開講の，「電子情報工学実験」で
のディジタル実験，MOSトランジスタの動作特性を教育す
る「アナログ回路」，そして半導体の基本概念を教育する
「半導体工学」は本科目の理解を助けるため，本科目と併
せて履修することが望ましい．
　コンピュータの実現については2年前期と3年前後期の
「計算機工学Ⅰ」「同Ⅱ」「同Ⅲ」が，半導体・集積回路
の応用については3年前後期の「半導体デバイス」「集積
回路工学」が，それぞれ設けられている．3年前期の「電
子通信工学実験」では本科目に関わる演習を行う．



2019-7030002322-01ディジタル電子回路

佐藤　寿倫

◎電情電子通:A-3

1.MOSトランジスタの動作を理解し，その説明ができる．　(A-3)

2.CMOS論理ゲート回路の構成と動作を理解し，その実現や説明ができる．　
(A-3)

3.システムLSIの設計・製造の仕組みを理解し，それらを説明できる．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000446-01電気回路Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では電気回路Ⅰで学んだR（抵抗）に加え、C（キャパシタ）,L
（インダクタ）を含む交流回路の電流・電圧・電力の計算と設計を学習
する。交流は電源としてコンセントに来ている電力会社の電気（商用電
源）だけでなく、電車や電気自動車、ハイブリッド車のモータを駆動す
る可変周波数の電源（VVVFインバータ）にも使われる。また、マイ
ク、アンプ、スピーカーのオーディオ信号も交流であり、テレビ、ラジ
オ、携帯電話などの電波やアンテナの電流も、さらにはLANケーブルの
電流も交流電流である。このように交流に関する知識は、現代社会を支
える情報通信システムを理解する上で不可欠な基礎知識であり、電子工
学はもちろん，変復調や多重技術などの情報通信工学を学ぶ学生にとっ
て重要かつ必須な技術内容である。
　なお講義では，企業において携帯電話端末や無線通信機器の設計開発
を行った経験を踏まえ，実際の回路の具体例を交えて解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な
回路設計に応用できる。(知識・理解)

交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解し、
それらを用いて回路計算ができる。(知識・理解)

各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善回
路の設計を理解し説明できる。(知識・理解)

変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明でき
る。(知識・理解)

重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・テキストに事前に目を通し、可能な範囲で理解し、不明点は自分なり
に想像・推測して授業に臨む事。
・授業内容が理解できないと次の授業でついて行けなくなる。授業後速
やかに復習し、練習問題や章末問題、moodleの課題を解いて理解を確認
する事。
上記予習・復習を授業1回あたりそれぞれ1時間および2時間程度は行う
必要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

・２～３の閉回路を含む交流回路の電流・電圧、位相差が計算できるこ
と
・交流の複素数表示を理解し、複素平面で表示できること
・複素電力および力率の計算ができること
・理想変成器における電流電圧の関係とインピーダンス変換を理解して
いること
・重ね合わせの理やテブナンの定理を使いこなせること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

宿題などの平常点10%、定期試験90%で評価する。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

　電気回路Ⅰおよび工学基礎科目（特に数学科目全般）の内容を理解し
ていることを前提に講義するので、前期のこれらの科目を十分理解する
こと。電気は目に見えないが、水の流れに例えて考えるとわかりやす
い。電流を水流、電圧を水圧に、電位を水路の高低差に置き換えてイ
メージする癖をつけると良い。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること
（B-2）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 直流回路計算の復習
2. 交流電流・電圧の複素数表示と実効値，平均値
3. L, C, Rのインピーダンスと微分方程式
4. 複素平面とフェーザ
5. アドミッタンスとインピーダンス
6. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(1)
7. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(2)
8. 共振回路とQ
9. 交流回路の電力(1)
10. 交流回路の電力(2)
11. 相互誘導と変成器および理想変成器
12. 重ね合わせの理とテブナンの定理
13. 二端子対回路と行列による特性表現
14. インピーダンス変換
15. 例題演習

この科目の授業時間数は試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電気回路Ⅰと同じテキスト
伊佐、谷口、岩井著、基礎電気回路（第2版）新装版，森
北出版　ISBN978-4-627-73293-3

◎－－－　参考書　－－－◎

大野、西著、大学課程　電気回路(1)（第3版），オーム
社，ISBN978-4-27413166-X



2019-7030000446-01電気回路Ⅱ

太郎丸　眞

◎電情:A-2

1.R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な回路設
計に応用できる。　(A-2)

2.交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解し、それ
らを用いて回路計算ができる。　(A-2)

3.各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善回路の
設計を理解し説明できる。　(A-2)

4.変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明できる。
　(A-2)

5.重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000446-02電気回路Ⅱ「（再）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・６時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では電気回路Ⅰで学んだR（抵抗）に加え、C（キャパシタ）,
L（インダクタ）を含む交流回路の電流・電圧・電力の計算と設計を学
習する。交流は電源としてコンセントに来ている電力会社の電気（商
用電源）だけでなく、電車や電気自動車、ハイブリッド車のモータを
駆動する可変周波数の電源（VVVFインバータ）にも使われる。また、
マイク、アンプ、スピーカーのオーディオ信号も交流であり、テレ
ビ、ラジオ、携帯電話などの電波やアンテナの電流も、さらにはLAN
ケーブルの電流も交流電流である。このように交流に関する知識は、
現代社会を支える情報通信システムを理解する上で不可欠な基礎知識
であり、電子工学はもちろん，変復調や多重技術などの情報通信工学
を学ぶ学生にとって重要かつ必須な技術内容である。
　なお講義では，企業において携帯電話端末や無線通信機器の設計開
発を行った経験を踏まえ，実際の回路の具体例を交えて解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な
回路設計に応用できる。(知識・理解)

交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解
し、それらを用いて回路計算ができる。(知識・理解)

各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善
回路の設計を理解し説明できる。(知識・理解)

変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明で
きる。(知識・理解)

重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・テキストに事前に目を通し、不明点は自分なりに推測・想像してか
ら授業に臨む事。
・授業内容が理解できないと次の授業でついて行けなくなる。授業後
速やかに復習し、練習問題や章末問題を解いて理解を確認する事。
これらの予習・復習を授業1回あたりそれぞれ1時間および2時間程度は
行う必要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

・２～３の閉回路を含む交流回路の電流・電圧、位相差が計算できる
こと
・交流の複素数表示を理解し、複素平面で表示できること
・複素電力および力率の計算ができること
・理想変成器における電流電圧の関係とインピーダンス変換を理解し
ていること
・重ね合わせの理やテブナンの定理を使いこなせること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

宿題などの平常点20%、定期試験80%で評価する。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

　電気回路Ⅰおよび工学基礎科目（特に数学科目全般）の内容を理解
していることを前提に講義するので、前期のこれらの科目を十分理解
すること。電気は目に見えないが、水の流れに例えて考えるとわかり
やすい。電流を水流、電圧を水圧に、電位を水路の高低差に置き換え
てイメージする癖をつけると良い。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること
（B-2）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 直流回路計算の復習
2. 交流電流・電圧の複素数表示と実効値，平均値
3. L, C, Rのインピーダンスと微分方程式
4. 複素平面とフェーザ
5. アドミッタンスとインピーダンス
6. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(1)
7. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(2)
8. 共振回路とQ
9. 交流回路の電力(1)
10. 交流回路の電力(2)
11. 相互誘導と変成器および理想変成器
12. 重ね合わせの理とテブナンの定理
13. 二端子対回路と行列による特性表現
14. インピーダンス変換
15. 例題演習

この科目の授業時間数は試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電気回路Ⅰと同じテキスト
伊佐、谷口、岩井著、基礎電気回路（第2版）新装版，森
北出版　ISBN978-4-627-73293-3

◎－－－　参考書　－－－◎

大野、西著、大学課程　電気回路(1)（第3版），オーム
社，ISBN978-4-27413166-X



2019-7030000446-02電気回路Ⅱ「（再）」

太郎丸　眞

◎電情:A-2

1.R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な回路設
計に応用できる。　(A-2)

2.交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解し、それ
らを用いて回路計算ができる。　(A-2)

3.各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善回路の
設計を理解し説明できる。　(A-2)

4.変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明できる。
　(A-2)

5.重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000450-01電気磁気学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹

◎－－－　概要　－－－◎

電気磁気学は電子情報工学の重要な基礎科目の一つで、半導体
工学や通信工学などを理解するために必要な科目である。1年
次の「基礎電磁気学」にて学習した電荷、電界と電位、静電容
量、誘電体、磁界、電磁誘導の法則などについて、実践的応用
へと発展させるためにより深く数学解析的に取り扱い、最終的
にはマクスウェル方程式を導出する。
企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際
に携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な
講義を行う。講義内容は教科書に基づき、講義スタイルはスラ
イド講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分解析系で表現されたガウスの法則、ポアソン・ラプラスの
式といった電界基本法則を理解し、電界や電位、静電容量、静
電エネルギーなどの計算に応用できること。(知識・理解)

微分解析系で表現されたアンペアの法則といった磁界基本法則
を理解し、磁界やベクトルポテンシャル、磁界のエネルギーな
どの計算に応用できること。(知識・理解)

微分解析系で表現されたファラデーの法則といった電磁誘導を
理解して誘導起電力を計算できること。(知識・理解)

マクスウェル方程式を理解できること。(知識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) 静電界基本法則の物理的意味とその解析式を理解できてお
り、実際の計算に応用できること。(授業計画1～6)
2) 動的な電界に対する変位電流の概念を理解し、静電界の基本
法則を発展させて適用できること。(授業計画7～8)
3) 静磁界基本法則の物理的意味とその解析式を理解できてお
り、実際の計算に応用できること。(授業計画8～10)
4) 動的な磁界に対してファラデーの法則を理解し電磁誘導の法
則を適用できること。(授業計画11～12)
5) マクスウェル方程式を理解できること。(授業計画13)

◎－－－　テキスト　－－－◎

「電気磁気学基礎論」 河野照哉・桂井誠・岡部洋一 (電気学会)
2484円 ISBN-10: 488686208X

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

毎回の小テスト 20%、定期試験 80% で評価する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義最初に資料を配布する。講義では資料に書き込みな
がら学習することを前提とする。配布資料は講義終了後に
Moodle に載せる。
毎回講義内容に関する小テストまたは演習を行うので解答を各
自で確認するとともに、講義資料・教科書で復習すること。
予習は必要ない。復習は60分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 準備
2. 電荷と静電界その１
3. 電荷と静電界その１
4. 導体系
5. 誘電体
6. 静電界の解法
7. 電流
8. 磁界その１
9. 磁界その２
10. 磁性体
11. 電磁誘導の法則その１
12. 電磁誘導の法則その２
13. マクスウェル方程式
14. まとめ
15. 演習

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

1年次後期科目「基礎電気磁気学」を履修しておくことが
望ましい。



2019-7030000450-01電気磁気学

名倉　徹

◎電情電子通:A-2

1.微分解析系で表現されたガウスの法則、ポアソン・ラプラスの式といった電
界基本法則を理解し、電界や電位、静電容量、静電エネルギーなどの計算に応
用できること。　(A-2)

2.微分解析系で表現されたアンペアの法則といった磁界基本法則を理解し、磁
界やベクトルポテンシャル、磁界のエネルギーなどの計算に応用できること。
　(A-2)

3.微分解析系で表現されたファラデーの法則といった電磁誘導を理解して誘導
起電力を計算できること。　(A-2)

4.マクスウェル方程式を理解できること。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.微分解析系で表現されたガウスの法則、ポアソン・ラプラスの式といった電
界基本法則を理解し、電界や電位、静電容量、静電エネルギーなどの計算に応
用できること。　(A-3)

2.微分解析系で表現されたアンペアの法則といった磁界基本法則を理解し、磁
界やベクトルポテンシャル、磁界のエネルギーなどの計算に応用できること。
　(A-3)

3.微分解析系で表現されたファラデーの法則といった電磁誘導を理解して誘導
起電力を計算できること。　(A-3)

4.マクスウェル方程式を理解できること。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000450-01電気磁気学

名倉　徹

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.微分解析系で表現されたガウスの法則、ポアソン・ラプラスの式といった電
界基本法則を理解し、電界や電位、静電容量、静電エネルギーなどの計算に応
用できること。　(A-3)

2.微分解析系で表現されたアンペアの法則といった磁界基本法則を理解し、磁
界やベクトルポテンシャル、磁界のエネルギーなどの計算に応用できること。
　(A-3)

3.微分解析系で表現されたファラデーの法則といった電磁誘導を理解して誘導
起電力を計算できること。　(A-3)

4.マクスウェル方程式を理解できること。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000438-01電子系のための情報処理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞、末次　正、文仙　正俊、太田　真衣、古川　雄大

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では回路、電子デバイス、通信システムの解析・設計
に必要な計算機シミュレーション技術を修得する。具体的に
は、回路シミュレータLTspiceとOctave言語によるシミュレー
ションや数値計算プログラミングを学習する。
　まず、アナログ回路の基本的な構成要素の抵抗・キャパシ
タ・インダクタの基本的動作とトランジスタの基本特性を理解
するため、簡単な回路を取り上げ、LTspiceでのシミュレーショ
ンを通じ動作を解説する。さらに電源回路として広く使われて
いるBuck（降圧）コンバータおよびBoost（昇圧）コンバータを
示し、シミュレーションを通じて動作の詳細について説明す
る。これにより、LTspiceの使い方を学ぶと共に、さまざまな回
路の動作を理解することになる。
　次に、科学技術計算用ソフトウエアとして普及しているイン
タプリタ言語Octaveを学ぶ。本講義ではフーリエ変換などの基
本的な数値解析と、乱数発生やフィルタ処理を含む簡単なディ
ジタル通信システムシミュレーションを取り上げ、これらの
MATLABを用いたプログラミングについて学習する。講義で
は，企業において無線通信システムの研究開発を行った経験を
踏まえ，実際の通信システムへの具体的な応用を交えて解説す
る．

◎－－－　到達目標　－－－◎

LTspiceとMATLABの使い方をマスターし、様々な回路、デバイ
ス、システムについて自らシミュレーションを行うことができ
る。(知識・理解)

電子回路や信号処理の動作を、上記シミュレーションを通じて
理解し説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義中の課題をスムーズに進めるため、moodleの講義資料等を
用いて予習・復習を十分に行っておくこと。シミュレーション
の準備やレポート課題などの宿題は、提出期限を厳守するこ
と。これらの予習・復習を授業1回あたり計3時間程度は行う必
要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

（１）LTSpiceの基本的な操作方法について知るようになるこ
と。
（２）LTSpiceを用いて簡単な電気回路をシミュレーションする
方法を知るようになること。
（３）MATLABの基本的な操作方法を理解していること。
（４）MATLABを用いた基本的な数値計算とシミュレーション
のプログラミングができること。

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

講義中の課題やレポートの完成度（50%）および定期試験
（50%）により評価する。

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

１、２年次の各コース必修科目の他、電子通信コースの必修科
目の単位を取得していることが望ましい。なお、欠席者には補
講または特別な課題を課す場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1～6回担当：末次・古川
第7～10回担当：文仙
第11～15回担当：太郎丸・太田

第1回 LTspiceの基本的な操作方法
第2回 抵抗、キャパシタ、インダクタ、トランジスタのＶ-
Ｉ特性
第3回 キャパシタおよびインダクタの交流特性
第4回 トランジスタ交流増幅器
第5回 Buck（降圧）コンバータ
第6回 Boost（昇圧）コンバータ
第7回 MATLABの基本的な操作方法
第8回 基本的な数値計算（代数方程式，数値積分，微分方
程式，最小二乗法）
第9回 フーリエ解析（フーリエ級数展開，1次元FFT，2次
元FFT）
第10回 波動（平面波・球面波）の伝搬・回折・干渉シ
ミュレーション
第11回 アレーアンテナの受信信号とビームフォーミング
第12回 ビームフォーマ法による到来方向推定（１）
第13回 ビームフォーマ法による到来方向推定（２）
第14回 高分解能アルゴリズムによる到来方向推定
第15回 まとめと演習問題

この科目の授業時間数は試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「LTspiceで学ぶ電子回路」 渋谷道雄、オーム社,
ISBN978-4-274-06850-8
「Octave教科書」赤間世紀，工学社、
ISBN978-4-7775-1326-0
「Octaveの精義」松田七美男、カットシステム
ISBN978-4-87783-231-5
「MATLABによるディジタル無線通信技術」神谷幸宏、コ
ロナ社、ISBN978-4-339-00800-5
「アダプティブアンテナ技術」菊間信良、オーム社、
ISBN4-274-03611-1



2019-7030000438-01電子系のための情報処理

太郎丸　眞、末次　正、文仙　正俊、太田　真衣、古川　雄大

◎電情電子通:A-3

1.LTspiceとMATLABの使い方をマスターし、様々な回路、デバイス、システム
について自らシミュレーションを行うことができる。　(A-3)

2.電子回路や信号処理の動作を、上記シミュレーションを通じて理解し説明で
きる。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000334-02データ構造とアルゴリズムⅠ「（再）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

森元　逞、李　玉潔

◎－－－　概要　－－－◎

　アルゴリズムとは、問題解決の手続きである。本格的なプログ
ラムを作成するには、アルゴリズムに関する知識が欠かせない。
また効率の良いアルゴリズムを作成しようと思えば、問題に適し
たデータ構造を採用する必要がある。従ってアルゴリズムとデー
タ構造は極めて密接な関係にある。
　本科目では特定の分野に限定されない共通的なアルゴリズムと
そのデータ構造について学習を進める。企業でのOSの研究開発
の実務経験をもとに、アルゴリズムの重要性についても講義を行
う。またプログラミング能力を向上させることも本講義の大きな
目標とする。プログラミング言語としては、最も基本となるＣ言
語とする。また、moodleに各プログラムの例を掲載しておくの
で、各自ダウンロードして予習・復習に利用すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

計算機やコンパイラ，プログラミングの基礎知識を身につけ，ア
ルゴリズムと計算量の関係を説明できる．(知識・理解)

配列を用いた基本的なデータ構造を理解し，各種探索法および各
種ソート法の基本的なアルゴリズムを説明できる．(知識・理解)

構造体などの動的確保やポインタによるアクセス法，リスト構造
などの基本を理解し，スタックとキューの実現方法を説明できる
(知識・理解)

◎－－－　時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・各回の講義内容で理解が充分でない事項があれば，次回までに
復習し，また時間内に行ったプログラム演習が未完の場合は完成
させておくこと．（30分）
・理解度を確認するためのテストを中間と最終に実施し，またそ
れ以外にも適宜小テストを実施するので，毎回の復習を十分に
行っておくこと（60分）．

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

到達目標に挙げた各項目に対応する設問が解けることを成績評価
の基準とする．

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

理解度テストや小テストの結果を20%，期末試験の得点を80%で
評価する。

◎－－－　履修上の条件・履修上の留意点　－－－◎

（１）本講義は１７台以前の学生を対象とする．１８台の学生は
受講できない．
（２）必要に応じ端末を用いたプログラム作成演習を行う．
（３）「プログラミングⅠ、Ⅱ」を充分理解し、基本的なプログ
ラミング能力を身に付けておくこと。
（４）各種アルゴリズムは、実際にプログラムとして実現し、動
作させることによってはじめて充分に理解できる。積極的に端末
やパソコンを利用して、自分でプログラムを作ってみること。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

コンピュータシステムとシステムプログラムの原理や構造を理解
し、その設計や実現を効果的行う能力。（JABEE学習・教育到達
目標の（Ｃ－１）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

全１５回を教員２名で担当する．

授業計画学習目標

1コンピュータの基本的な使い方，
プログラミング基本Linuxコマンドの基本的な使い方，C言語によるプロ
グラミングの基本などについて復習する．

2データ型，配列，構造体データの性質に最適なデータ構造を理解す
る．
3̃4計算機，コンパイラ，プログラム，関数
計算機やコンパイラの機能の概要と，プログラムにおける関数の呼び出
し，引数・戻り値の引渡し，再帰呼び出しなどについて理解する．
5表構造での線形探索，２分探索
アルゴリズムと計算量
アルゴリズムによる処理効率の相違を理解する．
時間計算量，Ｏ記法，領域計算量などについて理解する．

6ポインタの概念
ポインタの概念を理解する．また配列に対するポインタを理解する

7データのファイル入出力
ファイルのオープン・クローズ，データ入出力，バッファの指定などを
理解する．

8スタック
配列を用いたスタックの実現法を理解する．

9理解度テスト１
１～８に関する理解度を確認する．

10̃11ソート
単純なソート（バブルソート，挿入ソートなど）のアルゴリズムと問題
点を理解する．
また効率を改善したソート法（クイックソート，マージソートなど）の
アルゴリズムと，計算量を理解する．

12ポインタ，動的記憶域
動的記憶域の確保方法，ポインタによるデータへのアクセス方法などに
ついて理解する．

13̃14基本的なリスト構造
連結リスト，待ち行列などの実現法を理解する．

15理解度テスト２
１０～１４に関する理解度を確認する．

この科目の授業時間数は定期試験を含め23.5時間である．

◎－－－　URL　－－－◎

moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)

◎－－－　テキスト　－－－◎

森元：「Cをさらに理解しながら学ぶデータ構造とアルゴリズム」，
2007年，共立出版，2600円，ISBN978-4-320-12197-3

◎－－－　参考書　－－－◎

浅野哲夫:「データ構造」（近代科学社）
茨木俊秀:「Ｃによるアルゴリズムとデータ構造」（昭晃堂）
東野、臼田、葭谷:「Ｃ言語によるアルゴリズムとデータ構造入門」
（森北出版）
R.セジウィック（野下、星、佐藤、田口、共訳）:「アルゴリズムＣ第
１巻～３巻」（近代科学社）



2019-7030000334-02データ構造とアルゴリズムⅠ「（再）」

森元　逞、李　玉潔

◎電情:A-3

1.計算機やコンパイラ，プログラミングの基礎知識を身につけ，アルゴリズム
と計算量の関係を説明できる．　(A-3)

2.配列を用いた基本的なデータ構造を理解し，各種探索法および各種ソート法
の基本的なアルゴリズムを説明できる．　(A-3)

3.構造体などの動的確保やポインタによるアクセス法，リスト構造などの基本
を理解し，スタックとキューの実現方法を説明できる　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情電子通:A-3

1.計算機やコンパイラ，プログラミングの基礎知識を身につけ，アルゴリズム
と計算量の関係を説明できる．　(A-3)

2.配列を用いた基本的なデータ構造を理解し，各種探索法および各種ソート法
の基本的なアルゴリズムを説明できる．　(A-3)

3.構造体などの動的確保やポインタによるアクセス法，リスト構造などの基本
を理解し，スタックとキューの実現方法を説明できる　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000334-02データ構造とアルゴリズムⅠ「（再）」

森元　逞、李　玉潔

◎電情情報ｺ:A-3

1.計算機やコンパイラ，プログラミングの基礎知識を身につけ，アルゴリズム
と計算量の関係を説明できる．　(A-3)

2.配列を用いた基本的なデータ構造を理解し，各種探索法および各種ソート法
の基本的なアルゴリズムを説明できる．　(A-3)

3.構造体などの動的確保やポインタによるアクセス法，リスト構造などの基本
を理解し，スタックとキューの実現方法を説明できる　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.計算機やコンパイラ，プログラミングの基礎知識を身につけ，アルゴリズム
と計算量の関係を説明できる．　(A-3)

2.配列を用いた基本的なデータ構造を理解し，各種探索法および各種ソート法
の基本的なアルゴリズムを説明できる．　(A-3)

3.構造体などの動的確保やポインタによるアクセス法，リスト構造などの基本
を理解し，スタックとキューの実現方法を説明できる　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000458-01ネットワークシステム

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

上山　憲昭

◎－－－　概要　－－－◎

インターネットに代表されるネットワークシステムは，既に現
代生活を営む上で無くてはならない役割を担っている．本科目
では，通信事業者での研究開発に従事してきた実務経験を活か
し，インターネットの主要アプリケーションであるWebと動画
配信，そして検索システム，レコメンダシステム，オンライン
広告を実現する技術を解説する．また主要ネットワーク技術で
あるコンテンツ配信ネットワーク(CDN)，モバイルネットワー
クの仕組みや，ITS，ネットワーク仮想化やIoTなど先進的な
ネットワークシステムの基礎を講義する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

インターネットの主要アプリケーションである，Web，動画配
信，検索システムを実現する技術を理解し説明できる．(知
識・理解)

主要ネットワーク技術である，CDNとモバイルネットワークの
基礎的知識を理解する．(知識・理解)

先進ネットワークシステムであるネットワーク仮想化，IoTの
構成技術の基礎的知識を理解する．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予め講義資料をMoodleで配布するので予習し，講義内容につい
てイメージを持っておくこと(60分)．予習時に理解できない箇
所を授業で解決するよう努めること．

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

上述の到達目標を満たしていること．

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

小テスト(3回)の得点を30%，期末試験の得点を70%の重みで評
価する．

◎－－－　履修の条件および履修上の留意点　－－－◎

「計算機ネットワーク」を受講していることが履修の条件であ
る．

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

コンピュータシステムとシステムプログラムの原理や構造を理
解し，その設計や実現を効果的に行う能力．(JABEEの(C-1))

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
学習目標

1
Web
Web閲覧サービスを実現する基本技術と，Web表示待ち時間の増大要因・低減技術を理解する．

2
動画配信
インターネットの主流サービスである動画配信を実現する，プログレッシブダウンロードとストリーミングの基本
技術を理解する．

3
検索システム
日常的に利用する機会の多い検索システムのビジネスモデルと，インデックス生成・最適化技術を理解する．

4
レコメンダシステムとオンライン広告
オンラインショッピングなどで普及している協調フィルタリングを用いたレコメンダシステムや，行動ターゲティ
ング広告の仕組みを理解する．

小テスト1

5
コンテンツ配信ネットワーク(CDN)
インターネットの主要サービスであるコンテンツ配信を支えるCDNの仕組みを制御技術を理解する．

6
モバイルネットワーク
セルラーネットワークの構成や要素技術と，移動しながらの通信を可能とするモビリティ管理技術を理解する．

7
ブロックチェーン
暗号や分散システム技術を用いて仮想通貨やフィンテックを実現する仕組みを理解する．

8
高度道路交通システム(ITS)
ITSの概要を理解し，国内外で精力的に開発が進められている協調型ITSを実現する上で不可欠な車車間通信のルー
ティング方式を理解する．

小テスト2

9
IoT (1)：要素技術とサービス事例
今後，普及が期待されるIoTの目的と要素技術を理解し，IoTを用いた様々なサービス事例に触れることでIoTのイ
メージをつかむ．

10
IoT (2)：プロトコル
IoTの通信方式，特に注目されているLPWAの概要を理解する．またIoTゲートウェイの機能や，MQTTなどのIoTの
通信プロトコルと，データ収集方法を理解する．

11
クラウドコンピューティング
コンピューティングシステムの所有から利用へのパラダイムシフトにより，企業等の情報システムとして普及が進
むクラウド技術を理解する．

12
ネットワーク仮想化(SDN/NFV)
SDNと代表的な実装OpenFlowの目的と概要を理解する．またネットワーク機能を仮想化するNFVの目的と概要を理
解する．

小テスト3

13
演習(1)
第1回～第4回の講義内容を復習する．

14
演習(2)
第5回～第7回の講義内容を復習する．

15
演習(3)
第8回～第12回の講義内容を復習する．

この科目の授業時間数は，試験時間を含めて23.5時間である．

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料を用いて授業を行うためテキストを購入する必要はない．

◎－－－　参考書　－－－◎

1. J. Kurose, K. Ross, Computer Networking - A Top-Down Approach (7-th Edition), ISBN 0133594149, 2016年
2. 日経コミュニケーション，成功するIoT，ISBN 4822215989，2016年



2019-7030000458-01ネットワークシステム

上山　憲昭

◎電情電子通:A-3

1.インターネットの主要アプリケーションである，Web，動画配信，検索シス
テムを実現する技術を理解し説明できる．　(A-3)

2.主要ネットワーク技術である，CDNとモバイルネットワークの基礎的知識を
理解する．　(A-3)

3.先進ネットワークシステムであるネットワーク仮想化，IoTの構成技術の基礎
的知識を理解する．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:A-3

1.インターネットの主要アプリケーションである，Web，動画配信，検索シス
テムを実現する技術を理解し説明できる．　(A-3)

2.主要ネットワーク技術である，CDNとモバイルネットワークの基礎的知識を
理解する．　(A-3)

3.先進ネットワークシステムであるネットワーク仮想化，IoTの構成技術の基礎
的知識を理解する．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000458-01ネットワークシステム

上山　憲昭

◎電情ｼｽﾃ:A-3

1.インターネットの主要アプリケーションである，Web，動画配信，検索シス
テムを実現する技術を理解し説明できる．　(A-3)

2.主要ネットワーク技術である，CDNとモバイルネットワークの基礎的知識を
理解する．　(A-3)

3.先進ネットワークシステムであるネットワーク仮想化，IoTの構成技術の基礎
的知識を理解する．　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000031-01半導体工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹

◎－－－　概要　－－－◎

スマホを始めとする電子機器において、その中心的役割を果た
しているのが集積回路であり、その回路はシリコンを用いた半
導体素子によって構成されている。本講義では、半導体の基本
物性を理解し、最も基本的な半導体素子である PN 接合ダイ
オードおよび MOS トランジスタの動作原理を理解することを
目的とする。集積回路の主役はトランジスタ素子であるが、今
後学ぶことになるトランジスタを用いた回路設計や製造プロセ
スを学ぶ際の基盤となるべき知識を本講義で身につける。
企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際
に携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な
講義を行う。講義内容は教科書プラスアルファとし、講義スタ
イルはノート講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

N 型・P 型シリコン半導体のエネルギーバンド図と、PN 接合を
形成した際の空乏層の形成と熱平衡条件を理解できること。(知
識・理解)

PN 接合ダイオードに順方向・逆方向電圧を与えた際の電流量と
キャリア分布を計算できること。(知識・理解)

MOS 構造と MOS トランジスタの基本特性を理解できること。
(知識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) 原子の最外殻電子軌道と電子状態を理解できていること。(授
業計画1～4)
2) エネルギーバンド図および N 型・P 型半導体のキャリア濃度
が決まる要因を理解できていること。(授業計画5～6)
3) 半導体中の電流連続を理解できていること。(授業計画7)
4) キャリアの輸送過程を理解できていること。(授業計画8)
5) PN 接合と空乏層について理解できていること。(授業計画9)
6) PN 接合ダイオードの電流・電圧特性を理解できているこ
と。(授業計画10～11)
7) MOS 構造のエネルギーバンド図と空乏層近似が理解できてい
ること。(授業計画12～13)
8) MOS トランジスタの動作原理と電流・電圧特性が理解できて
いること。(授業計画14～15)

◎－－－　テキスト　－－－◎

「半導体デバイス入門」 柴田直 (数理工学社) 2808円 ISBN-10:
4864810184

◎－－－　参考書　－－－◎

「半導体デバイス」 古川静次郎 (コロナ社)

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

毎回の小テスト 20%、定期試験 80% で評価する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回講義内容に関する小テストまたは演習を行うので解答を各
自で確認するとともに、講義ノート・教科書で復習すること。
予習は必要ない。復習は60分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 準備その１
2. 準備その２
3. 結晶中の電子の振る舞いその１
4. 結晶中の電子の振る舞いその２
5. 半導体中の電子とホールその１
6. 半導体中の電子とホールその２
7. 半導体中の電気伝導その１
8. 半導体中の電気伝導その２
9. PN接合その１
10. PN接合その２
11. PN接合その３
12. MOS トランジスタその１
13. MOS トランジスタその２
14. MOS トランジスタその３
15. MOS トランジスタその４

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

2年次前期科目「電子物性」を履修しておくこ とか 望まし
い。



2019-7030000031-01半導体工学

名倉　徹

◎電情電子通:A-2

1.N 型・P 型シリコン半導体のエネルギーバンド図と、PN 接合を形成した際の
空乏層の形成と熱平衡条件を理解できること。　(A-2)

2.PN 接合ダイオードに順方向・逆方向電圧を与えた際の電流量とキャリア分
布を計算できること。　(A-2)

3.MOS 構造と MOS トランジスタの基本特性を理解できること。　(A-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030000032-01半導体デバイス

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹

◎－－－　概要　－－－◎

スマホを始めとする電子機器において、その中心的役割を果た
しているのが集積回路であり、その回路はシリコンを用いた半
導体素子によって構成されている。本講義では、半導体集積回
路の内部の様子を理解するとともに、簡単な回路設計について
も触れる。
企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際
に携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な
講義を行う。講義スタイルはノート講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

MOSトランジスタの動作原理を理解できること。(知識・理解)

MOSトランジスタを用いた簡単な回路の動作原理を理解できる
こと。(知識・理解)

MOSトランジスタの製造方法と回路レイアウトを理解できるこ
と。(知識・理解)

簡単なトランジスタ回路について理解できること。(知識・理
解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) MOSFET の動作原理を理解できていること。(授業計画1～2)
2) CMOS インバータ動作および遅延について理解できているこ
と。(授業計画3～4)
3) LSI 製造プロセスと設計規則について理解できていること。
(授業計画5～6)
4) 基本ゲートと基本的な演算回路およびメモリ回路について理
解できていること。(授業計画7～8)
5) スケーリング則およびムーアの法則について理解できている
こと。(授業計画10)
6) 集積回路で使われる基本回路ブロックについて理解できてい
ること。(授業計画11～15)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はしないが、必要に応じて下記の参考書を参照するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

「集積回路設計」 浅田 邦博 (コロナ社)
「集積回路工学」 吉本雅彦 (オーム社)

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

毎回の小テスト 20%、定期試験 80% で評価する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回講義内容に関する小テストまたは演習を行うので解答を各
自で確認するとともに、講義ノート・教科書で復習すること。
予習は必要ない。復習は60分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. MOSFET その１
2. MOSFET その２
3. CMOS インバータ
4. 遅延モデル
5. LSI 製造プロセス
6. 設計規則
7. 基本ゲート
8. シフト、加算、乗算
9. メモリ
10. スケーリング則とムーアの法則
11. 電力増幅回路
12. オペアンプ
13. オシレータと PLL
14. バンドギャップ発生回路
15. DA/AD 変換回路

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意　－－－◎

2年次後期科目「半導体工学」を履修しておくことが望ま
しい。



2019-7030000032-01半導体デバイス

名倉　徹

◎電情電子通:A-3

1.MOSトランジスタの動作原理を理解できること。　(A-3)

2.MOSトランジスタを用いた簡単な回路の動作原理を理解できること。　(A-3)

3.MOSトランジスタの製造方法と回路レイアウトを理解できること。　(A-3)

4.簡単なトランジスタ回路について理解できること。　(A-3)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002119-01通信法規

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

大橋　正良、森　慎太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　通信・放送の世界においては、技術が目覚ましい速度で進化
してきた。例えばテレビジョン放送はアナログからディジタル
に置換され、固定電話は携帯電話に移ってきた。特に国内で1
億5000万台を超えた携帯電話の需要からは、第5世代を見据え
電波の利用の枠組みも大きく変化し、周波数が再編され、新た
なサービスに周波数が割りあてられ、そこから多くの事業が興
ろうとしている。
　この授業科目では、通信・放送の技術・事業について法的な
枠組みを定めた電気通信事業法、電波法他関連する法令につい
て、通信事業者に在籍し、衛星通信所にて資格者として運用に
従事した担当教員他により、分かりやすく解説する。通信・放
送業界に就職を希望する学生はもとより、電気通信主任技術
者、無線技術士の資格取得を目指す学生には必要な科目であ
る。
　なお本科目は、無線従事者資格（第一級陸上特殊無線技士、
第二級海上特殊無線技士）を、卒業により国家試験免除で取得
するために必要な科目の一つである。（詳細は本シラバスの
「電子情報工学科のカリキュラムについて」の「６．その他
(3)無線従事者国家試験の免除について」を参照のこと）

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気通信主任技術者、無線技術士の資格を取得する為に必要な
通信や放送等を規制する電気通信事業法、電波法及び関連する
法令の基礎知識を修得する。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、受講前に概要を把握するように努め
ること。
　受講内容について疑問点を残したままにならないよう質問な
り図書館で調べる習慣を身につけること(30分)。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1. 各法令の目的、各法令で使用される基本用語を理解してい
る。
2. 電気通信事業への参入・退出の要件・手続きを理解してい
る。
3. 電気通信役務提供条件の説明、回線接続条件を理解してい
る。
4. 電気通信設備の技術基準を理解している。
5. 放送法、総務省設置法、IT法の考え方を理解している。
6. 有線電気通信法、不正アクセス防止法、電子署名法の考え方
を理解している。
7. 無線局免許の手続きを理解している。
8. 無線設備の技術基準を理解している。
9. 無線局の運用、監督を理解している。

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

定期試験（70%）とレポート（30%）で評価する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　法令条文の単なる暗記ではなく、各法令の考え方やその裏付
けとなる技術的な内容と関連づけて理解すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回：大橋
2回～15回：森

1. 通信法規の意義と概要・無線通信の歴史
2. 各種無線通信方式
3. 電気通信関連法体系
4. 電気通信事業法
5. 放送法、総務省設置法、IT法
6. 有線電気通信法、不正アクセス防止法、
電子署名法
7. 電波法総則
8. 無線局免許(1)
9. 無線局免許(2)
10.無線設備の技術基準
11.無線従事者
12.無線設備の一般運用
13.海上・航空通信の運用
14.無線局の監督
15.異議申立てと訴訟
　
この科目の授業時間数は、試験時間を含めて２３.５時間
である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

相河聡著「無線技術者のための電波法概説」  森北出版
2012年  第2版, ISBN978-4-627-73922-2

◎－－－　参考書　－－－◎

今泉至明著「電波法要説」第9版改訂版
ISBN978-4-8076-0769-3



2019-7030002119-01通信法規

大橋　正良、森　慎太郎

◎電情電子通:C-2

1.電気通信主任技術者、無線技術士の資格を取得する為に必要な通信や放送等
を規制する電気通信事業法、電波法及び関連する法令の基礎知識を修得する。
　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002249-01情報職業論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

廣重　法道

◎－－－　概要　－－－◎

コンピュータやインターネットの普及により、社会の情報化は急
激なスピードで進行している。社会の情報化は、さまざまな価値
観や新しいビジネスモデルを生み出し、ビジネス環境や生活スタ
イルにも影響を与えている。
　まず主要な業種について企業分析を行い、各業種におけるコン
ピュータやインターネットの役割や、情報化によるビジネスの変
化について学習する。
　さらに、技術の進歩は世界に大きな影響を与えてきているが，
特にコンピュータやインターネットは社会生活やビジネスのあり
方にも大きく影響を与えている。このことを踏まえ、今後，情報
技術に携わる人々がその職務を遂行する上で従わなければならな
い技術者や組織の行動規範である技術者倫理、気を付けなければ
ならないリスク、認識しなければならない労働衛生やストレス等
について学習する。
　講義では、情報系企業でのシステム開発、ネットワーク構築な
どの実務経験を通して得た知見や事例を織り交ぜながら進める。
　また、講義は座学だけではなく、グループワークや個人演習を
取り入れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報化社会の進展と職業の変化について理解し、技術者倫理を習
得する。(態度・志向性)

情報化社会における職業観と労働観を習得し、今後の社会人生活
に活用できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

moodleに提示された授業範囲を予習し大枠の内容を理解しておく
こと。（30分）
授業内容に関する小テストを実施するので復習しておくこと。
（３０分）

◎－－－　参考書　－－－◎

情報社会と情報倫理　ISBN 978-4-7649-0416-3

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)情報化社会と職業の変化について理解できていること。
(2)雇用形態・技術者倫理について理解できていること。
(3)日本の産業構造や主な業種の状況について理解できているこ
と。
成績は、定期試験（50%)、小テスト(30%)、グループワークの結
果(20%)で評価する。
小テストについては、基本的には講義の中で解説を行い回収す
る。後日、返却する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義の目的の一つは情報化社会と職業の関係、技術者倫理につ
いて理解することであるから、日頃から関連した新聞記事や
ニュースなどには関心を持つように心がけること。

◎－－－　ＪＡＢＥＥ学習・教育到達目標　－－－◎

情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報処
理技術者が社会に負っている責任を自覚すること。
（ＪＡＢＥＥ学習・教育到達目標の（Ａ－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1週　講義計画、評価方法等の説明
　　　　ガイダンス、アンケート

第 2週　就職活動から見た企業論(1)
　　　　アンケート回答に関する解説

第 3週　就職活動から見た企業論(2)
　　　　日本の産業構造についての概要

第 4週　企業業績の調査(1)
　　　　財務情報分析（売上・営業利益等）　　　　

第 5週　企業業績の調査(2)
　　　　日本の主な業種について業績調査
　　　　グループワーク
　　
第 6週　企業業績の調査(3)
　　　　日本の業種ごとの業績
　　　　発表・解説

第 7週　企業業績の調査(4)
　　　　日本の業種ごとの業績
　　　　発表・解説

第 8週　雇用問題(1)
　　　　雇用契約（派遣、請負など）

第 9週　雇用問題(2)
　　　　働き方改革

第10週　ビジネス検討(1)
　　　　ネットワークビジネス創出　
　　　　グループワーク

第11週　ビジネス検討(2)
　　　　ネットワークビジネス創出
　　　　発表

第12週　職業倫理・労働衛生

第13週　マネジメント(1)
　　　　プロジェクトマネジメント

第14週　マネジメント(2)
　　　　サービスマネジメント

第15週　マネジメント(3)
　　　　システム監査
　　　　全体の振返り

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて２３．５時間
である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは利用しない。
講義で使用するパワーポイントはmoodleで、事前に公開す
る。（ＰＤＦ形式）



2019-7030002249-01情報職業論

廣重　法道

◎電情電子通:C-2

1.情報化社会の進展と職業の変化について理解し、技術者倫理を習得する。　
(C-2)

2.情報化社会における職業観と労働観を習得し、今後の社会人生活に活用でき
る。　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:C-2

1.情報化社会の進展と職業の変化について理解し、技術者倫理を習得する。　
(C-2)

2.情報化社会における職業観と労働観を習得し、今後の社会人生活に活用でき
る。　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002249-01情報職業論

廣重　法道

◎電情ｼｽﾃ:C-2

1.情報化社会の進展と職業の変化について理解し、技術者倫理を習得する。　
(C-2)

2.情報化社会における職業観と労働観を習得し、今後の社会人生活に活用でき
る。　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7030002250-01情報化社会論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

廣重　法道

◎－－－　概要　－－－◎

コンピュータの出現以来、その成長とともに社会もその影響を
受けて大きく変化してきた。社会の重要な要素として、従来の
人、もの、金に、情報が加えられ情報化社会の到来が言われる
ようになって久しいが、近年は情報の社会における重要性がま
すます大きくなってきている。このような情報化社会を促進し
てきた情報機器の発展と情報化の進展、情報化が社会に及ぼす
影響や変化等について学ぶ。特に、著作権やその他の法制度、
社会モラル及び情報倫理、個人情報保護、情報公開法、コン
ピュータ・セキュリティと犯罪等の現状や、ネットワーク世代
やソシアル・ネットワーク・サービス等の役割や今後の社会に
与える影響について理解し、情報化社会の展望について考え
る。
　講義では、情報系企業でのシステム開発、ネットワーク構築
などの実務経験を通して得た知見や事例を織り交ぜながら進め
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報化社会の進展と社会の変化についての認識し、さらに知的
所有権、個人情報保護、情報公開、セキュリティその他の仕組
みと現状を理解する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

moodleに提示された授業範囲を予習し、概要を理解しておくこ
と。 (30分)
講義内容に関する小テストを実施するので、復習しておくこ
と。(30分)

◎－－－　成績評価基準及び方法　－－－◎

情報倫理、知的所有権、個人情報保護、情報公開、セキュリ
ティについて理解していること。
成績の評価については、授業時の小テストと課題及び通常試験
の合計で総合的に評価する。

　□　授業時の小テストと課題　（50%）
　□　通常試験　（50%）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講座の目的が情報化社会の発展の歴史や社会変化および今後
の変化を認識することにあるので、日常の中で新聞、ニュース
等に関心を持ち、疑問に思った点については、積極的にイン
ターネット、資料等で調べてみること。

◎－－－　ＪＡＢＥＥ学習・教育到達目標　－－－◎

情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚すること。
（JABEE学習・教育到達目標の（A-2）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．序論

２．コンピュータの歴史と概要
　  情報化社会を支えているコンピュータの誕生、発展お
よびその種類と役割

３．コンピュータとインターネット
　  コンピュータの特異性とハードウェア、ソフトウェア
の概要とインターネットの歴史と仕組み

４．情報社会の倫理と法 (1)
　  必要なモラル、倫理および法

５．情報社会の倫理と法 (2)
　  ACM倫理綱領についてのグループワーク

６．情報社会の倫理と法 (3)
　  ACM倫理綱領についてのグループワークと解説

７．情報化社会と犯罪
　  情報化社会で見受けられる犯罪事例と対応

８．知的財産権(1)
　  知的財産権の概要、著作権

９．知的財産権(2)
　  ソフトウエアと著作権

１０．知的財産権(3)
　  スマホ補償金問題についてグループワーク

１１．知的財産権(4)
　　工業所有権（産業財産権）

１２．個人情報保護と情報公開
　　個人情報保護概要、個人情報保護法

１３．情報公開
　　情報公開法、特定秘密保護法

１４．情報セキュリティ対策
　
１５．全体まとめ

この科目の授業時間は、試験時間を含めて２３．５時間で
ある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは利用しない。講義で使用するパワーポイント
は、事前にmoodleで公開する。(ＰＤＦ形式）

◎－－－　参考書　－－－◎

関連する資料は講義中に都度、紹介する。



2019-7030002250-01情報化社会論

廣重　法道

◎電情電子通:C-2

1.情報化社会の進展と社会の変化についての認識し、さらに知的所有権、個人
情報保護、情報公開、セキュリティその他の仕組みと現状を理解する。　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎電情情報ｺ:C-2

1.情報化社会の進展と社会の変化についての認識し、さらに知的所有権、個人
情報保護、情報公開、セキュリティその他の仕組みと現状を理解する。　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。
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廣重　法道

◎電情ｼｽﾃ:C-2

1.情報化社会の進展と社会の変化についての認識し、さらに知的所有権、個人
情報保護、情報公開、セキュリティその他の仕組みと現状を理解する。　(C-2)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。



2019-7050000008-01化学工学計算法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

野田　賢、吉原直記、松永浩貴

◎－－－　概要　－－－◎

ケミカルエンジニアには、数学、物理、化学や物理化学などの諸原理を十分
に理解し、それらを物理化学現象の数値解析や化学プロセスの設計に活用で
きる能力が求められる。本講義では、一般化学や基礎物理化学を基礎知識と
して、様々な物理および化学量の計算法やプロセスの物質収支の計算法を学
ぶ。また、化学メーカーにおける実務経験を活かし、研究開発現場での科学
技術計算について解説する。講義では、学習内容の理解度を確認するための
演習を毎回実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・物理量や化学量の表し方とSI単位系について説明できる。(知識・理解)

・SI単位系の単位変換ができる。(知識・理解)

・測定精度を考慮した物理量や化学量の計算ができる。(技能)

・関数電卓を用いた科学技術計算ができる。(技能)

・対数グラフを用いて実験データの整理ができる。(技能)

・化学式に基づき反応物と生成物の量的関係について説明できる。(知識・理
解)

・溶液の濃度計算ができる。(知識・理解)

・混合気体の組成と分圧について説明できる。(知識・理解)

・混合溶液の蒸気圧について説明できる。(知識・理解)

・気体の溶液への溶解量が計算できる。(知識・理解)

・化学平衡について説明できる。(知識・理解)

・状態変化による平衡移動が推定できる。(知識・理解)

・内部エネルギーとエンタルピーについて説明できる。(知識・理解)

・反応エンタルピーが計算できる。(知識・理解)

・化学プロセスの物質収支式を定式化できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義内容に関連する基礎物理化学Aのテキストをあらかじめ復習しておくこ
と。（90分）
講義中の演習で間違った問題は、次回の講義までに見直しておくこと。（90
分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

化学工学に関連する計算法の基礎知識がどの程度理解できているか、中間試
験、定期試験および平常点（演習）により評価する。演習は毎回の講義中に
行い、学習の達成度を到達目標に照らして評価する。中間試験、定期試験お
よび平常点（演習）の評価の割合は以下の通りである。
中間試験１０％、定期試験７０％、平常点（演習）２０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なプリント資料を講義時に配付する。配付資料はすべて綴じて毎回持参
すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

化学熱力学中心の基礎物理化学（学術図書出版社）　ISBN 4873619831
化学計算ー基礎から応用まで（三共出版）　ISBN 4782704267
化学工学の基礎　化学プロセスとその計算（培風館）　ISBN 4563041548

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

配布資料および関数電卓を毎回持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．物理・化学量の単位系（野田）
　２．測定精度と計算精度（野田）
　３．関数電卓を用いた科学技術計算（吉原・野田）
　４．対数グラフによる実験データの整理（松永・野田）
　５．化学量論計算（野田）
　６．溶液の濃度計算（１）（野田）
　７．溶液の濃度計算（２）（野田）
　８．中間試験（野田・吉原・松永）
　９．気体の状態方程式・混合気体の組成と分圧（野田）
１０．気体の溶解度と溶液の蒸気圧（野田）
１１．化学平衡計算（野田）
１２．内部エネルギーとエンタルピー（野田）
１３．反応エンタルピー（野田）
１４．化学プロセスの物質収支計算（野田）
１５．まとめ（重要事項の整理）（野田）

◎－－－　科目の種類　－－－◎

化学工学コース：必修
分子工学コース：必修

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－
－◎

プログラムの学習・教育到達目標（B）および（C）に該
当する。



2019-7050000008-01化学工学計算法

野田　賢、吉原直記、松永浩貴

◎化シ:A-1,A-2,B-1

1.・物理量や化学量の表し方とSI単位系について説明できる。　(A-1)

2.・SI単位系の単位変換ができる。　(A-1)

3.・測定精度を考慮した物理量や化学量の計算ができる。　(B-1)

4.・関数電卓を用いた科学技術計算ができる。　(B-1)

5.・対数グラフを用いて実験データの整理ができる。　(B-1)

6.・化学式に基づき反応物と生成物の量的関係について説明できる。　(A-1)

7.・溶液の濃度計算ができる。　(A-1)

8.・混合気体の組成と分圧について説明できる。　(A-1)

9.・混合溶液の蒸気圧について説明できる。　(A-1)

10.・気体の溶液への溶解量が計算できる。　(A-1)

11.・化学平衡について説明できる。　(A-1)

12.・状態変化による平衡移動が推定できる。　(A-1)

13.・内部エネルギーとエンタルピーについて説明できる。　(A-1)

14.・反応エンタルピーが計算できる。　(A-1)

15.・化学プロセスの物質収支式を定式化できる。　(A-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000152-01化学工学特別講義

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：後日発表　　

鈴川　一己、横田　守久、藤井　昌浩

◎－－－　概要　－－－◎

　これまで学んだ多くの科目の知識を総合して実践的な智恵に
変換するための授業である。企業で研究や開発を経験している
経験豊富なエンジニアを講師として迎える。この授業ではエン
ジニアリング・デザイン能力を高めるため、企業での実例を交
えた講義を行う。各担当教員の概要は次のとおりである。

１）流体解析を例に、企業における計算と実験の役割について
講義する（鈴川）
２）化学工業の基礎となる熱力学を、実例と演習を交えて講義
する（横田）
３）化学系企業で行われているディジタルエンジニアリングを
実例と演習を交えて講義する（藤井）

　なお、本授業担当の全教員は実務経験を有しており、化学会
社において各種のプロセス設計や研究開発に携わった経験に基
づき、実践的なプロセス開発方法やその事例などを解説しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

[到達目標１]鈴川／授業計画の１、２、１５
実験と計算の役割・活用法について理解し、課題解決に取り組
める。(態度・志向性)

[到達目標２]横田／授業計画の３～８
企業で使われている実用化学熱力学を理解し、出てきた値に対
して自分の考えを明確に説明できる。(技能)

[到達目標３]藤井／授業計画の９～１４
製造業でのバリューチェーン構成技術者として必要なディジタ
ルエンジニアリングの理論背景と活用法を理解し説明でき、課
題解決のため他者と協調できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　集中講義（最終日に試験実施）であるため、毎日、授業終了
後に復習し要点をまとめておくことが必要である。（90分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：期末試験、レポート、平常点（小テストなど）
②割合：期末試験60％、レポート20％、平常点20％を目安とし
て総合的に評価する。
③評価基準：授業で説明した重要事項を理解しているか、基本
的な計算ができるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業は主にＯＨＰ(パワーポイント)及びビデオを使用する。
また、各単元毎に小テストを実施する（出席チェックを兼ね
る）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．企業における実験と計算の役割（鈴川）
　２．流体解析技術の活用（鈴川）
　３．企業での化学熱力学の応用（横田）
　４．水溶液系の熱力学（横田）
　５．重金属凝集沈殿処理プロセス（横田）
　６．ガス化・燃焼等、高温プロセスの熱力学（横田）
　７．平衡組成の算出法（横田）
　８．化学プロセスでの熱力学物性測定（横田）
　９．企業でのディジタルエンジニアリングの活用展開
（藤井）
１０．各種計算機援用設計手法の種類と使い分け（藤井）
１１．応力/熱応力に基づいた機器設計、機能創造設計プ
ロセス（藤井）
１２．高分子材料の力学的特性機構および特性創造（藤
井）
１３．複合材料の力学的特性発現機構および特性創造（藤
井）
１４．高分子材料を用いた製品設計プロセス（藤井）
１５．全体のまとめ（鈴川）

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　企業でどのような問題解決がなされているか、これまで
学習した科目がどのように活用されているかを理解する。
　（D)に該当

◎－－－　科目の種類　－－－◎

化学プロセス工学コース：必修
化学システム工学コース：選択
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鈴川　一己、横田　守久、藤井　昌浩

◎化シ化学ｼ:B-3,C-1,C-2

1.[到達目標１]鈴川／授業計画の１、２、１５
実験と計算の役割・活用法について理解し、課題解決に取り組める。　(C-1)

2.[到達目標２]横田／授業計画の３～８
企業で使われている実用化学熱力学を理解し、出てきた値に対して自分の考え
を明確に説明できる。　(B-3)

3.[到達目標３]藤井／授業計画の９～１４
製造業でのバリューチェーン構成技術者として必要なディジタルエンジニアリ
ングの理論背景と活用法を理解し説明でき、課題解決のため他者と協調でき
る。　(C-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:B-3,C-1,C-2

1.[到達目標１]鈴川／授業計画の１、２、１５
実験と計算の役割・活用法について理解し、課題解決に取り組める。　(C-1)

2.[到達目標２]横田／授業計画の３～８
企業で使われている実用化学熱力学を理解し、出てきた値に対して自分の考え
を明確に説明できる。　(B-3)

3.[到達目標３]藤井／授業計画の９～１４
製造業でのバリューチェーン構成技術者として必要なディジタルエンジニアリ
ングの理論背景と活用法を理解し説明でき、課題解決のため他者と協調でき
る。　(C-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

加藤　貴史、久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋・相田　卓・内山　弘規・江﨑　丈裕・金井　由悟・コウハクル　ワサナ・佐野　彰・シャーミン　タンジナ・瀬戸　弘一・永島　大・中野　涼子・東　英子・松永　浩貴・吉鶴　祐耶・吉原　直記・関口　博史・廣橋　由美子

◎－－－　 概要 　－－－◎

　社会で活躍できる化学工学技術者になるためには、化学工学の基
礎知識やシミュレーションなどの知識に加えて、化学工学の目的、
化学工学と社会との関わりなどの価値観をしっかりと持つことが大
切である。前半では、化学システム工学科で学ぶ主要な専門科目の
内容について平易に解説を行う。後半では、卒業研究中の化学シス
テム工学科４年次の学生と共同して、化学工学の専門分野と社会と
の関連性を調査し、社会の課題に対して実現可能な解を見出す演習
を行う。その際、企業での研究開発や工業生産などの実務に携わっ
た経験を有する教員(新戸、鈴川、八尾、永島、吉鶴、吉原)は、自ら
の経験にもとづき、化学工学を通じて社会に貢献するために必要な
知識や心構えを解説する。最後に、調査結果をレポートにまとめ、
ポスター発表を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体
的にイメージできる。(知識・理解)

化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体
的にイメージできる。(技能)

化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつ
ことができる。(知識・理解)

化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつ
ことができる。(技能)

調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーション
ができる。(態度・志向性)

調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーション
ができる。(態度・志向性)

調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーション
ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義終了後には、現在、化学工学が社会生活に果たしている役割
と、今後果たさなければならない新たな役割について、自分なりに
まとめておくこと。(60分)
　また、４年次生との共同作業前には、４年次生に対する質問事項
をあらかじめ整理しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　中間試験、演習課題（レポート）、ポスター発表、物理学の到達
度確認試験などにより総合的に評価する。定期試験は行わない。全
体に対する評価割合は、中間試験がおよそ20%、物理学の到達度確認
試験がおよそ５％、演習課題（レポート）およびポスター発表がお
よそ75%とする。

◎－－－　 科目の種類 　－－－◎

必修

◎－－－　 テキスト  　－－－◎

小菅人慈監修｢化学工学概論｣（2015 実教出版　
ISBN978-4-407-33741-9　本体2,700円＋税）

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－－◎

(A)、(C)、(D)および(G)に該当する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．概要と専門科目の導入講義(1)：加藤(貴)
2．専門科目の導入講義(2)：八尾・三島
3．専門科目の導入講義(3)：野田・久保田
4．専門科目の導入講義(4)：鈴川・新戸
5．専門科目の導入講義(5)：松隈・重松
6．中間試験と担任面談（全教員）
7～15．担任教員による演習（全教員）

◎東　英子
化学プロセスには、事故や健康影響ひいては環境問題を引
き起こすリスクが存在する。これらの具体的な事例や化学
工学的解決方法に関する調査を行い、持続可能な社会に向
けたこれからの課題を考え、報告書にまとめる。
◎加藤貴史・佐野　彰
身のまわりに存在する様々な材料と技術がどのような社会
的要望のもとで生まれ、進化し、社会にどのような影響を
与えてきたかを調べ、工業化学のあり方と意義について考
える。
◎久保田純・永島　大
エネルギー問題に貢献するための触媒プロセスは化学工業
において重要である。触媒プロセスには多くの粉体工学が
応用されているがこれらについて調べ、社会における役割
を理解する。
◎重松幹二・コウハクル ワサナ
CO2排出抑制のため、再生資源であるバイオマスをエネル
ギーや化学原料として利用する技術開発が進められてい
る。この内容および最近の産業界の動向を調査し、化学系
技術者の将来像を考える。
◎新戸浩幸・瀬戸弘一・廣橋由美子
界面・コロイドは、日用品（洗剤、シャンプー、紙おむ
つ、化粧品など）、食品、医薬品を通じて、私たちの暮ら
しと密接に関わっている。このような製品が界面・コロイ
ドとどのように関係しているのか調査し、理解を深める。
◎鈴川一己・金井由悟・吉鶴祐耶
化学品製造プラントにおける心臓部は化学反応装置であ
る。国内の化学会社ではどのような製品を製造し、それぞ
れどのような反応装置を使っているかについて調査し、レ
ポートにまとめる。これにより化学工学の必要性について
理解を深める。
◎野田　賢・吉原直記・松永浩貴
エネルギー問題や環境問題などを解決するための最新の科
学技術をレビューし、化学システム工学科で学ぶ基礎・専
門科目との関連性について議論する。調査結果をポスター
プレゼンテーションにより報告する。
◎松隈洋介・内山弘規・江﨑丈裕
分離操作は多くの化学工業装置の設計の基礎となる重要事
項である。これら分離操作の基礎的な事項を学び適用事例
を調査する。これらの分離操作が社会に与えている影響を
調べ、その重要性について考える。　
◎三島健司 ・シャーミン タンジナ・相田　卓
化学・生命科学に関して、課題を決めて情報収集し、問題
点の発見、解決策の探索・提案能力の育成を行う。基礎技
術について解説と演習を行う。それらの結果をポスターに
て発表する。
◎八尾　滋・中野涼子・関口博史
様々な材料の利用されている機能や生産プロセス、さらに
はリサイクルなどについて調査し、現状の及び将来の課題
解決に化学工学的知見がどのように活かすことが出来るか
についてプレゼンテーション資料としてまとめる。
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加藤　貴史、久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋・相田　卓・内山　弘規・江﨑　丈裕・金井　由悟・コウハクル　ワサナ・佐野　彰・シャーミン　タンジナ・瀬戸　弘一・永島　大・中野　涼子・東　英子・松永　浩貴・吉鶴　祐耶・吉原　直記・関口　博史・廣橋　由美子

◎化シ:A-2,A-3,B-1,B-3,C-1,C-2,C-3

1.化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体的にイ
メージできる。　(A-2)

2.化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体的にイ
メージできる。　(B-1)

3.化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつことがで
きる。　(A-3)

4.化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつことがで
きる。　(B-3)

5.調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーションができ
る。　(C-1)

6.調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーションができ
る。　(C-2)

7.調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーションができ
る。　(C-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000147-01化学装置設計

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鈴川　一己

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では化学プロセス機器の基本的な設計方法について学ぶ。化
学工業では様々な化学装置が使われている。その内部は液体や気体など
の流体が占めている。化学装置の機能を発揮させるポイントは、各装置
の使用目的に適合した“流れ”を実現することにある。本講義では最も
汎用的な化学装置である撹拌槽を中心に取り上げ、“流れ”に着目した
設計法の基本的な考え方について学習し、具体的な設計計算を行う。ま
た、実際の装置設計で必要となる機械製図の基礎を学ぶ。

　なお授業では、化学会社において化学装置および化学プロセスの設計
解析に携わった実務経験に基づき、化学装置の設計法について解説しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

[到達目標１]…授業計画の１～４
化学装置の設計図面が読める。(技能)

[到達目標２]…授業計画の５～１５
撹拌装置の基本および特性を理解し、設計計算ができる。また、撹拌装
置を含む化学プラント設計の全体像をつかむ。(技能)

物質を混合する技術について説明できる。(知識・理解)

撹拌装置の構造を理解し、説明できる。(技能)

撹拌装置のプロセス実験意義を理解しスケールアップ計算ができる。
(技能)

化学装置の設計図面の読み書きができ、図面に基づいた議論ができる。
(技能)

化学装置の基本的な図面が書ける。(態度・志向性)

プロセスエンジニアの役割を理解する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　この授業では化学・プラントエンジニアリング系企業で必要となる内
容を解説する。授業後にきちんとノートを整理し、その内容を理解する
ことが必要である。（90分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：レポート（授業ノート提出を含む）、設計演習、平常点
（小テストなど）
②割合：レポート（授業ノート提出を含む）60％、設計演習30％、平常
点（小テストなど）10％を目安として総合的に評価する。
③評価基準：授業内容を理解・整理し技術的な内容を説明できること、
基本的な設計計算ができることを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要な資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

・化学工学会監修、「最新　ミキシング技術の基礎と応用」、三恵社、
ISBN 978-4-88361-656-5
・化学工学会編、「化学工学便覧」、丸善、ISBN 978-4-621-08388-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布資料のプリントに沿って、板書およびスライドを併用して講義す
る。各人は与えられたデータに基づいて実際に設計計算を行い、指定さ
れた期日までにレポートを提出する。
　なお、本科目専用のノート（ルーズリーフは不可）を必ず準備し、設
計計算の過程とその基礎となる考えを記述しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．機械製図の基礎（１）
　２．機械製図の基礎（２）
　３．機械製図の基礎（３）
　４．設計１

　５．撹拌槽の構造
　６．撹拌翼とその動力特性
　７．撹拌槽の流動特性
　８．層流撹拌と乱流撹拌
　９．設計２

１０．撹拌槽の混合特性
１１．撹拌槽の伝熱特性
１２．撹拌槽のスケールアップ法
１３．流れの数値シミュレーション
１４．設計３
１５．化学プラント設計と建設

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

　“流れ”に着目した化学装置の設計を行うにあたり、
「輸送現象」、「流体工学」、「伝熱工学」と関連が深
く、これらの知識を総合的に活用することが必要である。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　化学装置の設計図面を理解し読めること。そして汎用的
な化学装置として利用される撹拌槽の基礎について学び、
簡単な設計計算ができるようになることを目標とする。
　（C)、（D),（E)および（G)に該当

◎－－－　科目の種類　－－－◎

　必修（全コース）
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鈴川　一己

◎化シ化学ｼ:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.[到達目標１]…授業計画の１～４
化学装置の設計図面が読める。　(B-1)

2.[到達目標２]…授業計画の５～１５
撹拌装置の基本および特性を理解し、設計計算ができる。また、撹拌装置を含
む化学プラント設計の全体像をつかむ。　(B-2)

3.物質を混合する技術について説明できる。　(A-2)

4.撹拌装置の構造を理解し、説明できる。　(B-3)

5.撹拌装置のプロセス実験意義を理解しスケールアップ計算ができる。　(B-2)

6.化学装置の設計図面の読み書きができ、図面に基づいた議論ができる。　
(B-3)

7.化学装置の基本的な図面が書ける。　(C-1)

8.プロセスエンジニアの役割を理解する。　(C-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.[到達目標１]…授業計画の１～４
化学装置の設計図面が読める。　(B-1)

2.[到達目標２]…授業計画の５～１５
撹拌装置の基本および特性を理解し、設計計算ができる。また、撹拌装置を含
む化学プラント設計の全体像をつかむ。　(B-2)

3.物質を混合する技術について説明できる。　(A-2)

4.撹拌装置の構造を理解し、説明できる。　(B-3)

5.撹拌装置のプロセス実験意義を理解しスケールアップ計算ができる。　(B-2)

6.化学装置の設計図面の読み書きができ、図面に基づいた議論ができる。　
(B-3)

7.化学装置の基本的な図面が書ける。　(C-1)

8.プロセスエンジニアの役割を理解する。　(C-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000023-01機械的分離工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

永島　大

◎－－－　概要　－－－◎

化学工業のプロセスは様々な単位操作の組み合わせで成り立っています。機械的単位操
作は 物理的な力・作用を利用する単位操作で、粉粒体を「細かくする(粉砕)」、「混ぜ
る(攪拌, 混合)」、「選び分ける(分級)」、「捕まえる(集じん)」、「貯める(貯蔵)」、
「送る(輸送)」、「浮かす(流動層)」などの粉をあやつる操作が主体となります。「機械
的分離」は、分級、集じんなどに直結する機械的単位操作の基本技術であり、シンプル
で省エネルギーさらに環境にもクリーンな分離操作で、製品の性能や品質の向上さらに
環境問題にも貢献するキーテクノロジーでもあります。本講義ではその分離技術の基本
的な仕組みや応用例を解説します。担当教員はセメント工場での勤務経験があるのでそ
こで得られた経験を活かし、実際に携わった事例など紹介しながら講義を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

分離操作を機械的分離と拡散分離に大別して説明することができる。(知識・理解)

機械的分離操作の基本形態を説明することができる。(知識・理解)

機械的分離操作がどのようなプロセスで適用されるか想定することができる。(技能)

粉砕の目的、原理、方法を説明することができる。(知識・理解)

粉砕装置を系統立てて分類し、用途に応じた装置を選定、操作することができる。(技能)

分離操作の結果をニュートン効率、部分分離効率を用いて評価することができる。(技能)

ふるい分けによる分離をゴーダンの理論に基づいて説明することができる。(知識・理解)

重力の場、遠心力の場、静電気力の場における分離のメカニズムの類似点と相違点を説
明することができる。(知識・理解)

各種集じん装置の原理を把握した上で、用途に応じた装置を選定、操作することができ
る。(技能)

沈降現象を理解し、沈降曲線、キンチの理論を説明することができる。(知識・理解)

キンチの理論を適用してシックナーを設計することができる。(技能)

ろ過操作を理解し、ルースの理論に基づいてろ過速度方程式を導出することができる。
(知識・理解)

集じんなど機械的分離操作が必要とされる状況に置かれた時 その対処の方針を立てるこ
とができる。(態度・志向性)

機械的分離が化学プロセス全体の一部分を担っていることをふまえ、他の操作と適切な
相互関係を保つことができる。(態度・志向性)

得られた結論をレポートにし、他者に明確に示すことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

シラバスの授業計画に基づき事前に教科書などを読んで操作の仕組みをイメージしてお
くこと。授業の最後に各回の重要ポイントに関する小テストを行うので、受講後復習す
ること。(60分)

◎－－－　教科書　－－－◎

椿・鈴木・神田 共著「入門　粒子・粉体工学 改訂第2版」(日刊工業新聞社) 2016. 定価
3,240円(税込) 【ISBN 978-4-526-07637-4】
＊教科書の内容を基にしてまとめたプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

1) 内藤・牧野 編著「初歩から学ぶ粉体技術」(森北出版)2011.【ISBN 978-4-627-24181-7】
2) 伊藤光弘 著「図解 粉体機器・装置の基礎」(工業調査会)2005.【ISBN
978-4-769-34186-4】
3) 日本粉体工業技術協会編「集塵の技術と装置」(日刊工業新聞社）1997.【ISBN
978-4-526-04015-3】
4) 粉体工学会編「粉体工学便覧・第2版」(日刊工業新聞社)1998.【ISBN
978-4-526-04147-1】

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

この科目は、粉粒体を用いる単位操作に関するものであり、物質収支、流動の知識が必
要である。よって、粉粒体工学、化学工学計算法、流体工学を修得しておくことが望ま
しい。また分離の概念を学ぶ上でも拡散分離工学を修得して、機械的分離との相違点を
理解されたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書とその内容をもとにしてまとめたプリントを使って講義をする。毎回計算問題を
中心に小テストを行うので、関数電卓を持参すること。また二回ほど宿題レポートを課
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Ⅰ「機械的分離に関する授業」
1. 機械的分離操作について(導入)
2. 機械的分離操作の基本形態など
Ⅱ「粉体の生成に関する授業」
3. 粉体の生成（粉砕法と化学的合成法）
4. 粉砕操作（粉砕エネルギー法則, 粉砕装置, 閉回路粉砕）
Ⅲ「分離の評価に関する授業」
5. 分離の評価方法(回収率, ニュートン効率, 部分分離効率)
Ⅳ「ふるい分けによる分離に関する授業」
6. ふるい分け(ゴーダンのふるい分け理論)
Ⅴ「固-気系の分離に関する授業」
7. 流通形式の分離 (重力が働く場, 遠心力が働く場の分離)
8. 流通形式の分離 (静電気力が働く場の分離)
9. 障害物形式の分離 (分離機構, ストークス数)
10. 隔壁形式の分離 (バグフィルター)
11. 固-気系分離(集じん操作)のまとめ, ビデオ鑑賞
Ⅵ「固-液分離に関する授業」
12. 沈降分離(沈降曲線, シックナーの設計)
13. ろ過操作
Ⅶ「その他 まとめなど」
14. 粉粒体を用いた単位操作技術の紹介、解説
15. まとめ

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の評価については、到達目標の各項目を均等に評価
し、基本的に定期試験80％と平常点（小テスト,宿題な
ど）の集計20％で総合的に評価する。

◎－－－　科目の種類　－－－◎

両コースともに選択科目

◎－－－　JABEEプロブラムの学習到達目標　－－－◎

プログラムの学習・教育到達目標 (C)および(D)に該当す
る。
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永島　大

◎化シ:A-2,B-1,B-3,C-1,C-2

1.分離操作を機械的分離と拡散分離に大別して説明することができる。　(A-2)

2.機械的分離操作の基本形態を説明することができる。　(A-2)

3.機械的分離操作がどのようなプロセスで適用されるか想定することができ
る。　(B-1)

4.粉砕の目的、原理、方法を説明することができる。　(A-2)

5.粉砕装置を系統立てて分類し、用途に応じた装置を選定、操作することがで
きる。　(B-1)

6.分離操作の結果をニュートン効率、部分分離効率を用いて評価することがで
きる。　(B-1)

7.ふるい分けによる分離をゴーダンの理論に基づいて説明することができる。
　(A-2)

8.重力の場、遠心力の場、静電気力の場における分離のメカニズムの類似点と
相違点を説明することができる。　(A-2)

9.各種集じん装置の原理を把握した上で、用途に応じた装置を選定、操作する
ことができる。　(B-1)

10.沈降現象を理解し、沈降曲線、キンチの理論を説明することができる。　
(A-2)

11.キンチの理論を適用してシックナーを設計することができる。　(B-1)

12.ろ過操作を理解し、ルースの理論に基づいてろ過速度方程式を導出すること
ができる。　(A-2)

13.集じんなど機械的分離操作が必要とされる状況に置かれた時 その対処の方
針を立てることができる。　(C-1)

14.機械的分離が化学プロセス全体の一部分を担っていることをふまえ、他の操
作と適切な相互関係を保つことができる。　(C-2)

15.得られた結論をレポートにし、他者に明確に示すことができる。　(B-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050001002-01技術者倫理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保田　純、黒木　孝一、松隈　洋介、上野 雅邦、新戸　浩幸

◎－－－　 概要 　－－－◎

　技術者は、作り出す製品や製造プロセスを通じて、社会と深く関わ
りあっている。製品が有益なものであれば問題がないというわけでは
なく、製造過程などで有害なものを使用、あるいは生み出す可能性に
関しても深く考慮しなくてはならない。また、その製品や製造プロセ
スが利用され続けている期間は、これらを良好な状態で維持・管理す
ることが求められる。さらに現在では、廃棄に至るプロセスまでも責
任ととらえる必要がある。従って、技術者には、一般社会人として当
然もつべき倫理観以外にも、保有あるいは感得しておかねばならない
義務感・倫理観が求められる。
　本講義では上記を鑑み、まず、社会人に必要なルールを学ぶととも
に、技術者として社会と関わっていくための倫理を学習する。

　本講義担当教員の黒木、上野、新戸の3名は企業において研究開発や
労働衛生管理などの実務経験を有し、それを活かした講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

技術が社会に及ぼす影響と技術者の役割、企業の社会的責任、研究開
発やリスクに対するマネジメント、コンプライアンスなどに関する知
識を獲得する。(知識・理解)

技術が関わる事故や不祥事などの様々な事例を熟考し、技術者に必要
な倫理的判断能力と行動倫理に関する知識を獲得する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

内容が多岐に渡るため、予習により授業内容を理解してから講義に臨
むこと（90分）。それぞれの時限で講義したことに関する設問に対し
て学生諸君自らの考えを記述してもらうので、常に自分ならどういう
判断をし、どういう行動をとったらよいのかを考えながら聴いて欲し
い。 授業終了時に示す課題についてレポートを課すこともあるので、
授業内容の把握に努力すること。興味のある内容について自ら参考書
を調べるなどの復習を行い、技術者倫理をさらに深く理解すること
（180分）。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

５人の担当者が各々の担当期間中に提示した課題に対して、学生自ら
の考えを記述させる。その記述に対し、思考力や論理性、日本語とし
ての出来栄えなどを基準に採点を行う。これに授業中の平常点を加味
した評点を担当者ごとに算出し、５人の評点の平均をもって最終評価
とする。定期試験は実施しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は倫理を学ぶ講義であり、それを踏まえた受講態度が求められ
る。従って、正当な理由なき欠席や遅刻・早退は平常点の減点要素と
なる。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　必要なプリント資料を配布するので、テキストを購入する必要はな
い。
＜参考書＞
斉藤了文、坂下浩司編「はじめての工学倫理」第２版、(2005、昭和堂)
ISBN-13: 978-4812205075
杉本泰治、高城重厚「技術者の倫理入門」(2003、第２版、丸善)
ISBN-13: 978-4621070253
J. コヴァック（井上訳）「化学者の倫理」（2005、化学同人）ISBN-13:
978-4759809909　など

◎－－－　 JABEEプログラムの学習・教育到達目標 　－－－◎

(A)に該当する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1) 研究室の安全管理（久保田）
研究室で起こる事故の実例を学び、それを防ぐための管理
体制について習得する。
(2) 研究室におけるリスクマネジメント（久保田）
研究作業における危険性の重大性と頻度からリスクを分類
し対策を行う手法を学ぶ。
(3) 研究室でのコンプライアンス（久保田）
化学実験に関わる法令について学び、法令順守の重要性に
ついて理解する。
(4) 安全配慮義務と企業責任（黒木）
労働安全衛生法に規定される企業責任（安全配慮義務）を
理解する。
(5) 労働者の遵守義務（黒木）
企業は一方的に安全配慮義務を求められるのではなく、労
働者には法令・社内規定の遵守義務があることを理解す
る。
(6) 技術者としての安全配慮義務（黒木）
職場での指示は、安全衛生上の問題が無いことを確認して
行うことを理解する。
(7) 責任ある研究活動とは（松隈）
大学の教員・学生が研究活動をする上で重要な研究倫理と
法令遵守の大切さを、過去の事例から学ぶ。
(8) 東日本大震災後の科学技術と社会（松隈）
東日本大震災の教訓と技術に関連するリスクの不確実性と
その客観的評価の難しさについて考える。
(9) 新しい時代の技術者倫理とは（松隈）
東日本大震災後に変化した価値観に基づき、ますます拡大
する技術者の責任と役割について考える(10) 企業の社会的
責任（上野）
企業が事業活動を通じて、自主的に社会に貢献する責任
CSRと社会の諸課題の解決に積極的に取り組んでいくESG
の取り組みについて理解する。　
(11) レスポンシブル・ケア（上野）
企業が製品のライフサイクルにおいて、健康・安全・環境
に配慮することを公約し、自主的に対策を実行し、改善を
はかるRC活動について理解する。
(12）マネジメントシステム（上野）
企業に適用される法規制を遵守して、労働安全衛生の維
持、環境保全の推進、製品品質安全確保の仕組みなどを理
解する。
(13) 研究室の選び方と過ごし方（新戸）
卒業研究をおこなう意義を考え、研究室の選び方と過ごし
方について理解する。
(14) 卒業研究の進め方（新戸）
卒業研究を3年生までの実験科目・演習科目と比較し、そ
れらの類似点・相違点を考え、卒業研究の進め方について
理解する。
(15) 卒業研究の発表と論文作成（新戸）
理系のプレゼンテーションと文章作成のために必要とされ
る技能を理解し、その基礎の基礎を習得する。

◎－－－　科目の種類　－－－◎

必修
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久保田　純、黒木　孝一、松隈　洋介、上野 雅邦、新戸　浩幸

◎化シ:A-3,C-3

1.技術が社会に及ぼす影響と技術者の役割、企業の社会的責任、研究開発やリ
スクに対するマネジメント、コンプライアンスなどに関する知識を獲得する。
　(A-3)

2.技術が関わる事故や不祥事などの様々な事例を熟考し、技術者に必要な倫理
的判断能力と行動倫理に関する知識を獲得する。　(C-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000035-01研究開発序論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

八尾　滋、伊藤洋之、中田 啓太郎

◎－－－　概要　－－－◎

天然資源の少ない日本においては、汎用品ではない特殊な機能を発
現する新規素材・製品開発につながるイノベーションが不可欠で
す。そのためにはこれまで以上に研究開発に注力しなくてはなら
ず、対応できる多くの優秀な研究者が必要とされています。またAI
に代表される情報インフラの進歩により、定型業務はコンピュー
ターなどへの置き換えが進むことが見込まれており、社会で必要と
される人材として、自立した考えを持つことが必要とされていま
す。
本講義ではこれらのことを踏まえ、企業において研究開発に従事し
てきた実務経験者から、現実に取り組んできた課題やその方法に関
する経験を聞き、そこから将来研究開発に従事する際に必要な知識
と必要な心構えについて、より実践的な見地から学ぶことを目的と
しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介を通して、
関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をもつことができます。
(態度・志向性)

実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介を通して、
「どのような視点から研究開発に当たるべきか」の基本的筋道が立
てられるようになります。(態度・志向性)

実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介に関連した
レポートを作成することで、自分の意見を明確に表現し、他者と建
設的な意見交換をおこなうことができるようになります。(技能)

実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介に関連した
レポートに対する教員からの批評などを聞くことで、自分から積極
的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつことができます。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

現在の社会情勢を踏まえた講義を行いますので、新聞やニュースな
どをよく読んで講義に臨むことが望ましい。また授業で学んだ言葉
などを検索し、その内容をよく理解しておくと、さらに得るものが
多くなります。これらを合わせて90分の学習を粉うことが大切で
す。
授業終了時に示す課題につき、レポートを作成し提出をしてくださ
い。

◎－－－　成績評価の方法と基準　－－－◎

講師がそれぞれ出題する課題のレポートを採点し、それらの平均に
より成績を評価します。定期試験は行いませんので、きちんと出席
し、レポートを提出することが必要です。

◎－－－　教科書　－－－◎

定めません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

研究開発を体験した先達の経験を通して生の話を聞くことが出来ま
す。学生諸君は、将来どのような道に進む場合でも、本科目で聞い
た教訓はどこかで思い当たることになると思われます。実体験が難
しい話題もあると思われますので、将来の糧になるように熱心な聴
講をすることが大事です。

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

化学工学特別講義、卒業研究などと密接に関連しています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション　担当：八尾
［達成目標１］本講義の目的と進め方を通じ、社会における研究開
発の重要性を理解します。

２～６　担当：伊藤洋之
２．化学業界と研究開発について
［達成目標２］産業界における化学工業の地位と研究開発の目的や
取り進めの基本について理解します。
３．製品の研究開発実例
［達成目標３］講師が参画した新製品の研究開始から上市にいたる
までの製品開発の手順を紹介し、新製品開発について理解します。
４．プロセスの研究開発実例
［達成目標４］講師が参画した新規製造プロセスの研究開発から実
プラント運転までを紹介し、プロセス開発実務について理解しま
す。
５．研究開発の基礎知識
［達成目標５］研究開発を進める上での基礎知識(コスト、経済性評
価等)について理解します。
６．安全・環境への配慮
［達成目標６］新技術を開発する上で安全や環境への配慮が重要な
要素であることを実例で紹介し、企業の研究開発が利益優先であっ
てはならないことを理解します。

７～１１　担当：中田 啓太郎
７．化学会社における生産技術の役割
［達成目標７］企業におけるモノづくりを支援する生産技術の役割
について理解します。
８．化学工場におけるシミュレーション技術の活用
［達成目標８］高度な生産活動を促進するために様々なシミュレー
ション技術が適用されています。目的に応じた活用状況について理
解します。
９．化学工業における安全
［達成目標９］企業の生産活動は安全を維持することが前提になり
ます。
過去の事故事例から安全維持の重要性と、それを実現するための取
り組みを理解します。
１０．コストの考え方と合理化の取り組み
［達成目標１０］企業における原価とコストの仕組み、コストエン
ジニアリング、及びコスト競争力を高めるための合理化への取り組
みを理解します。
１１．技術者としての考え方と取り組み
［達成目標１１］企業においては、技量の高さのみならず、安全に
対する意識、コミュニケーション能力の高い技術者が求められま
す。その概要を理解します。

１２～１５　担当：八尾　滋
１２．研究開発者になるために
［達成目標１２］学生時代から就職をし職場になじむまでの過程
で、なにをどのように学ぶべきかについて考えます。
１３．若手研究員として
［達成目標１３］組織において若手研究者として組織内で存在感を
醸成するために心がけなければならないことについて考えます。
１４．研究実績・エビデンスについて
［達成目標１４］研究開発者として自己実現をするために大切なこ
とについて考えます。
１５．研究者として生きる
［達成目標１５］これまでの講義を総括し、研究開発者としてある
べき姿を考えます。

まず自分が生きていく今の時代を冷静に分析し、どのように生きて
いくかを考えることが大切です。現実を踏まえ、何を今学ぶかを考
えていきます。

◎－－－　科目の種類　－－－◎

化学システムコース：選択
化学プロセスコース：必修

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－－◎

JABEEプログラムの学習・教育到達目標（Ｄ）に該当
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八尾　滋、伊藤洋之、中田 啓太郎

◎化シ化学ｼ:B-3,C-1,C-2

1.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介を通して、関連分野
の国際的動向や社会的意義に関心をもつことができます。　(C-1)

2.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介を通して、「どのよ
うな視点から研究開発に当たるべきか」の基本的筋道が立てられるようになり
ます。　(C-2)

3.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介に関連したレポート
を作成することで、自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をお
こなうことができるようになります。　(B-3)

4.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介に関連したレポート
に対する教員からの批評などを聞くことで、自分から積極的に課題解決に取り
組もうとする主体性をもつことができます。　(C-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:B-3,C-1,C-2

1.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介を通して、関連分野
の国際的動向や社会的意義に関心をもつことができます。　(C-1)

2.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介を通して、「どのよ
うな視点から研究開発に当たるべきか」の基本的筋道が立てられるようになり
ます。　(C-2)

3.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介に関連したレポート
を作成することで、自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をお
こなうことができるようになります。　(B-3)

4.実務経験者が実際に携わってきた研究開発の実例の紹介に関連したレポート
に対する教員からの批評などを聞くことで、自分から積極的に課題解決に取り
組もうとする主体性をもつことができます。　(C-2)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000028-01工業有機材料

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

八尾　滋

◎－－－　概要　－－－◎

高分子・プラスチックは、スーパーのレジ袋のような日常生活用品から、リチ
ウム電池や人工臓器などの最先端のエネルギー・バイオ材料にまで、多くの分
野で適用され、さらにその範囲を広げつつある素材と考えることができます。
本講義では、このような高分子・プラスチック材料に関して、どのような種類
のものがどのような用途で利用されているのか、またどうして用いられている
のか、それらの保有している機能とその発現メカニズムについて、学習しま
す。また具体的な製造方法についても紹介を行います。さらに、便利さゆえの
課題としての、環境負荷問題などについても講義を行います。講義の学習内容
の理解を深める目的と、自分の考えを培う目的で、レポートも課します。
その他にも、担当教員が企業において研究開発や技術調査業務に従事してきた
実務経験を活かし、実際に携わった事例などを参考に、社会人として必要な心
構えなどについても講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活にあふれている高分子・プラスチック材料について、どのような物が
あるのか、その分子構造および物性、さらに最新の研究動向なども踏まえて高
分子・プラスチック材料に関する常識を醸成することができます。(知識・理
解)

高分子・プラスチック材料に関する環境問題に関して学び、将来的な課題につ
いて考察を行える能力を身につけることができます。(知識・理解)

高分子・プラスチック材料の加工法などの基本的な知識を学ぶことができま
す。(技能)

分かりやすいレポートの書き方などを学習し、大学のみならず実社会でも利用
できる幅広い応用力を身につけることができます。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

シラバスに記載した順番で授業を行うので、教科書の該当する箇所をあらかじ
め予習しておくことが望ましい。また自分の周りにどのようなプラスチック材
料があるか、どのように加工されているかなどに興味持って注意しておくと、
講義内容の理解に役立ちます。
　講義で出てきた専門用語については、講義の後に教科書に目を通して復習
し、内容を理解することが重要です。これらを合わせて90分の学習を粉うこと
が大切です。レポートあるいは講義中に課する小テストを利用して、積極的に
質問を行うことも重要です。また小テストはよく復習しておくことが非常に大
切です。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：定期試験、レポート、平常点（小テストを含む）により評価しま
す。
②割合：定期試験40％、レポートおよび小テストを含む平常点60％を目安とし
て総合的に評価を行います。なお、平常点には広義の学習に対する態度も考慮
します。
③評価基準：レポートや記述問題に関しては、問題の背景をよく捉え、自分な
りの考察が加えられているか、また自分の言葉で書いているかを評価の基準と
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

プラスチック材料を用いる時に、基本的な常識として知っておくことが大切な
項目を中心に講義します。特に教科書に記載されている重要な項目はピック
アップして講義します。慣れない専門用語や広範囲に渡る内容を学習するため
に、復習を欠かさないことが非常に重要です。またわからないことがあれば、
レポートや小テストなども有効に利用して積極的に質問することを歓迎しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上和人、清水秀信、岡部勝「基礎からわかる高分子材料」、森北出版、
ISBN 978-4-627-24581-5、2,600円（税抜）

◎－－－　参考書　－－－◎

１）尾崎邦弘監修、松浦一雄編著、「高分子材料最前線」、工業調査会、
ISBN 978-4-7693-4161-1、2,940円（税込）
２）桑島幹、木原伸浩、工藤保広著、「図解入門　よくわかる最新プラスチッ
クの仕組みとはたらき」、秀和システム、ISBN 978-4-7980-1108-0、1,470円
（税込）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
　高分子材料がどのような場面で利用されているかなどの
紹介を含め、本講義の目的などのイントロダクションを行
ないます。
２．主要高分子の基礎物性と製品Ⅰ
　　汎用高分子材料①
３．主要高分子の基礎物性と製品Ⅰ
　　汎用高分子材料②
４．主要高分子の基礎物性と製品Ⅱ
　　エンジニアリングプラスチック①
５．主要高分子の基礎物性と製品Ⅱ
　　エンジニアリングプラスチック②
６．主要高分子の基礎物性と製品Ⅲ
　　スーパーエンジニアリングプラスチック
７．主要高分子の基礎物性と製品Ⅳ
　　ゴム・エラストマー、硬化性樹脂①
８．主要高分子の基礎物性と製品Ⅳ
　　ゴム・エラストマー、硬化性樹脂②
９．高分子・プラスチックの加工方法
１０．高機能性高分子材料①
　　電気・電子・光
１１．高機能性高分子材料②
　　エネルギー
１２．高機能性高分子材料③
　　医療・バイオ
１３．高分子の基礎物性①
　　高分子重合
１４．高分子の基礎物性②
　　高分子構造・力学特性
１５．プラスチックリサイクル・全体のまとめ
　
なお上記は目安で、講義内容により変更することもありま
す。

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－
－◎

JABEEプログラムの学習・教育到達目標（B）および
（C）に該当



2019-7050000028-01工業有機材料

八尾　滋

◎化シ化学ｼ:A-1,A-2,B-1

1.日常生活にあふれている高分子・プラスチック材料について、どのような物
があるのか、その分子構造および物性、さらに最新の研究動向なども踏まえて
高分子・プラスチック材料に関する常識を醸成することができます。　(A-1)

2.高分子・プラスチック材料に関する環境問題に関して学び、将来的な課題に
ついて考察を行える能力を身につけることができます。　(A-2)

3.高分子・プラスチック材料の加工法などの基本的な知識を学ぶことができま
す。　(B-1)

4.分かりやすいレポートの書き方などを学習し、大学のみならず実社会でも利
用できる幅広い応用力を身につけることができます。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:A-1,A-2,B-1

1.日常生活にあふれている高分子・プラスチック材料について、どのような物
があるのか、その分子構造および物性、さらに最新の研究動向なども踏まえて
高分子・プラスチック材料に関する常識を醸成することができます。　(A-1)

2.高分子・プラスチック材料に関する環境問題に関して学び、将来的な課題に
ついて考察を行える能力を身につけることができます。　(A-2)

3.高分子・プラスチック材料の加工法などの基本的な知識を学ぶことができま
す。　(B-1)

4.分かりやすいレポートの書き方などを学習し、大学のみならず実社会でも利
用できる幅広い応用力を身につけることができます。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000015-01高分子化学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

八尾　滋

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では2年次に学んだ工業有機材料をベースにし、より専門的な見地か
ら、最新のトピックスなども交えながら、高分子の機能発現メカニズムにつ
いて講義を行います。
高分子構造分野では、化学構造レベルから集合体・結晶構造レベルまで、ど
のような特徴を持ち、それ故にどのような特性を示すのか学び、力学物性発
現分野では、特徴的な粘弾性的特性を対象とし、機能面では相互作用力に注
目して学びます。さらに最新の機能性材料の重合技術に関しても学習しま
す。
また講義した内容に関連し、適宜レポートの提出を求めます。
その他にも、担当教員が企業において研究開発や技術調査業務に従事してき
た実務経験を活かし、実際に携わった事例などを参考に、社会人として必要
な心構えなどについても講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高分子は日常的汎用品から最先端の環境・エネルギー製品や医療製品まで、
多くの用途で用いられている素材です。何故このような多種多様な用途で応
用展開されているのかを、高分子の特性を学ぶことで理解できます。(知
識・理解)

実務に活かせる高分子材料設計の基本的な素養を身につけることができま
す。(知識・理解)

学習を通じて、高分子に対する理解と挑戦的な次の課題に関して、自分の考
えを熟成することができます。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

シラバスに記載した順番で授業を行うので、教科書の該当する箇所をあらか
じめ予習しておくことが望ましい。またかなり専門的な課題を取り扱うため
に、講義の後に教科書に目を通して復習することが重要です。特に講義中に
課する小テストの内容は重要課題を選んだものですので、これを中心に復習
することが大切です。これらを合わせて90分の学習を粉うことが大切です。
予習・復習において生じた疑問に関しては、事前質問レポートや通常のレ
ポートあるいは講義中に課する小テストを利用して、積極的に質問を行うこ
とも重要です。また小テストはよく復習しておくことが非常に大切です。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：定期試験、レポート、平常点（小テスト・事前レポートを含
む）により評価します。
②割合：定期試験40％、レポートおよび平常点60％を目安として総合的に評
価します。平常点には広義の学習に対する態度も考慮します。
③評価基準：レポートや記述問題に関しては、問題の背景をよく捉え、自分
なりの十分な考察が加えられているか、また自分の言葉で書かれているかを
評価の基準とします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基本的には教科書に準拠して講義を行ないますが、記載内容が非常に豊富で
あるために講義では一部のみしか取り上げられない場合もあります。予習と
して前もって教科書を読んでおくことは勿論ですが、特に復習をきちんと行
なうことが大事です。レポートでは教科書の記載内容や講義内容を参考に
し、それらから派生した複数の関連文献・情報源に当たり、自分なりの考え
を述べる癖を身に着けることが大事です。また読み手に配慮して、工夫して
まとめている構成になっているか、特に自分の考えを述べているかを重視し
ます。わからないことがあれば、事前レポートや通常レポートおよび小テス
トなども利用して積極的に質問してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岡村誠三ら著、「高分子化学序論」第2版、化学同人、ISBN
978-4759800500、3,456円（税抜）

◎－－－　参考書　－－－◎

高分子学会編、「基礎高分子科学」、東京化学同人、ISBN
978-4-8079-0635-2、本体4,300円+税
中浜精一、野瀬卓平、秋山三郎、讃井浩平、辻田義治、土井正男、堀江一之
著、「エッセンシャル高分子科学」、講談社、ISBN 978-4-0615-3310-3、
3,364円(税込)

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
　高分子化学が産業でどのような位置づけにあるか、また
歴史はどのようなものであったかを、イントロダクション
も踏まえ講義を行います。
２．高分子構造
３．高分子の溶液物性①
　　高分子鎖の広がり
４．高分子の溶液物性②
　　高分子の相溶性
５．高分子の溶液物性③
　　高分子の分子量・分子量分布
６．高分子の高次構造
　　結晶構造
７．高分子の力学特性Ⅰ
　　固体物性
８．高分子の力学特性Ⅱ
　　粘弾性的性質①
９．高分子の力学特性Ⅱ
　　粘弾性的性質②
１０．高分子の熱的性質
１１．高分子の電気・光学的性質
１２．高分子の重合①
　　逐次重合
１３．高分子の重合②
　　ラジカル重合
１４．高分子の重合③
　　リビング重合・配位重合
１５．全体のまとめ
　講義全般のまとめと高分子化学の発展性に関して講義を
行ないます。

なお上記は目安であり、講義内容により変更することもあ
ります。

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－
－◎

JABEEプログラムの学習・教育到達目標（B）および
（C）に該当



2019-7050000015-01高分子化学

八尾　滋

◎化シ化学ｼ:A-1,A-2,B-1

1.高分子は日常的汎用品から最先端の環境・エネルギー製品や医療製品まで、
多くの用途で用いられている素材です。何故このような多種多様な用途で応用
展開されているのかを、高分子の特性を学ぶことで理解できます。　(A-1)

2.実務に活かせる高分子材料設計の基本的な素養を身につけることができま
す。　(A-2)

3.学習を通じて、高分子に対する理解と挑戦的な次の課題に関して、自分の考
えを熟成することができます。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:A-1,A-2,B-1

1.高分子は日常的汎用品から最先端の環境・エネルギー製品や医療製品まで、
多くの用途で用いられている素材です。何故このような多種多様な用途で応用
展開されているのかを、高分子の特性を学ぶことで理解できます。　(A-1)

2.実務に活かせる高分子材料設計の基本的な素養を身につけることができま
す。　(A-2)

3.学習を通じて、高分子に対する理解と挑戦的な次の課題に関して、自分の考
えを熟成することができます。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000018-01伝熱工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

鈴川　一己

◎－－－　概要　－－－◎

　熱エネルギー輸送の基本について学ぶ授業である。化学工場には反応
器や蒸留塔など、“熱”をエネルギー源とする装置が多い。工場のコス
ト削減や地球温暖化対策としても熱の有効利用は重要な課題である。一
方、伝熱は最も身近な現象である。既に「輸送現象」で学習したよう
に、伝熱現象は様々なところで使える汎用的な知識であり、この授業で
は代表的な３つの熱輸送形態について学ぶ。エンジニアとして理解する
ことが望ましい科目の一つである。

　なお授業では、化学会社において化学プロセスの設計解析に携わった
実務経験に基づいて、伝熱工学の重要性を解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

[到達目標１]…授業計画の１および１５
フラックス（流束）の観点から熱の伝わり方について理解し説明でき
る。(知識・理解)

[到達目標２]…授業計画の２～７
フーリエの法則からどのように熱伝導方程式が導出されるかを理解し、
温度分布およびのそ変化について理解し、説明できる。(知識・理解)

[到達目標３]…授業計画の８～１４
　流れが熱伝達に及ぼす影響、熱伝達係数の計算方法などを理解し、装
置の設計・操作に応用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・初回に授業とテキストとの対応表を配布する。事前に次回の授業のた
めにテキストを読み受講することが望ましい。（10分）
・毎授業後、自宅にて配布資料を含めてノートを整理するとともに、新
しく出て来た内容や専門用語の意味等を理解すること。（60分）
・指定したテキストの演習問題を実施することが必要である。（20分）

この科目は日頃から、予習・復習および計算練習が欠かせない。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：定期試験、平常点（中間テスト、レポート課題提出、小演
習など）
②割合：定期試験65％、平常点（中間テスト、レポート課題提出、小演
習など）35％を目安として総合的に評価する。
　［到達目標１］評価割合を全体の15％とする。
　［到達目標２］評価割合を全体の40％とする。
　［到達目標３］評価割合を全体の45％とする。
③評価基準：課題に応じた現象および専門用語を理解し、適切な式の選
択、計算ができることを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・平田哲夫・田中誠・石川正昭・羽田善昭著、「例題でわかる伝熱工学
（第2版）」、森北出版（2014）、ISBN 978-4-627-67272-7、2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

１）日本機械学会、「伝熱工学（JSMEテキストシリーズ）」、日本機
械学会／丸善（2005）、ISBN 978-4-88898-120-0
２）西川兼康・藤田恭伸著、「伝熱学」、理工学社（1982）、ISBN
978-4-8445-2117-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教科書に沿って、主に板書により講義する。きちんとノートをとるこ
とが必要である。また、小テストおよびレポート課題を課す。関数電卓
を持参しておくこと。資料が配布された場合は、次回まで内容を十分理
解し受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．概説、各種熱流束（熱フラックス）

　２．熱伝導の基礎方程式
　３．定常熱伝導
　４．熱伝導と境界条件
　５．非定常熱伝導
　６．熱浸透厚さと相変化を伴う熱伝導
　７．中間まとめ１

　８．平板上の境界層と熱伝達率
　９．対流伝熱の基礎方程式と境界層方程式
１０．境界層積分方程式とその近似解法
１１．強制対流伝熱／層流
１２．強制対流伝熱／乱流
１３．自然対流伝熱
１４．中間まとめ２

１５．熱交換器

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

２年次に学習した「輸送現象」、「流体工学」と強く関連
する。また、数学の知識も必要である。「輸送現象」のテ
キストを参照することが望ましい。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　熱伝導現象や熱伝達のしくみについて理解し使えること
（基本的な伝熱計算ができること）が目標である。日常的
に身近にある現象なので、イメージを作りつつ学習するこ
とが理解の助けになる。
　（B)および（C)に該当

◎－－－　科目の種類　－－－◎

化学プロセス工学コース：必修
化学システム工学コース：選択
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鈴川　一己

◎化シ化学ｼ:A-1,A-2,B-1

1.[到達目標１]…授業計画の１および１５
フラックス（流束）の観点から熱の伝わり方について理解し説明できる。　
(A-1)

2.[到達目標２]…授業計画の２～７
フーリエの法則からどのように熱伝導方程式が導出されるかを理解し、温度分
布およびのそ変化について理解し、説明できる。　(A-2)

3.[到達目標３]…授業計画の８～１４
　流れが熱伝達に及ぼす影響、熱伝達係数の計算方法などを理解し、装置の設
計・操作に応用できる。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:A-1,A-2,B-1

1.[到達目標１]…授業計画の１および１５
フラックス（流束）の観点から熱の伝わり方について理解し説明できる。　
(A-1)

2.[到達目標２]…授業計画の２～７
フーリエの法則からどのように熱伝導方程式が導出されるかを理解し、温度分
布およびのそ変化について理解し、説明できる。　(A-2)

3.[到達目標３]…授業計画の８～１４
　流れが熱伝達に及ぼす影響、熱伝達係数の計算方法などを理解し、装置の設
計・操作に応用できる。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000020-01物質移動工学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

新戸　浩幸

◎－－－　概要　－－－◎

　『界面コロイド化学』は、日用品（洗剤、シャンプー、紙おむ
つ、化粧品など）、食品、医薬品を通じて、私たちの暮らしと密接
に関わっています。本科目では、界面コロイド化学の基礎を習得
し、このような製品が界面コロイド化学とどのように関係している
のか理解を深めます。さらに、ソフトマテリアルや生体系につい
て、『分子の気持ち』になって考える微視的視点を養います。
　企業において研究開発従事してきた担当教員の実務経験を活かし
て、研究開発に必要な知識や考え方についても講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

界面（気体―液体、液体―液体、固体―液体、固体―気体）の基礎
を説明することができる。(知識・理解)

コロイド系（微粒子、界面活性剤、高分子、エマルション）の基礎
を説明することができる。(知識・理解)

界面・コロイド系について、『分子の気持ち』になって微視的視点
から考えることができる。(技能)

日用品、食品、医薬品などの機能性や安全性を、界面コロイド化学
に基づいて、考えようとする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業計画に基づき、その内容を教科書で事前に予習しておくこと
（30分）。授業後には、教科書・配付プリント・板書ノート・参考
書などを精読し、演習問題を解いて、復習すること（60分）。わか
らないことがあれば、担当教員に積極的に質問すること。

◎－－－　教科書　－－－◎

　近藤 保（著）「新版 界面化学」（三共出版、2001年、税別定価
2,300円、ISBN 4-7827-0434-8）
　講義は教科書に沿って行われますので、受講者は教科書を準備し
ておくこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

１．コロイド・界面化学　ISBN 4-2742-2259-4
２．分子間力と表面力、第3版　ISBN 4-2541-4094-0
３．化粧品 医薬部外品 医薬品のための界面化学　ISBN
4-8947-9260-5
　参考書１では、わかりやすく豊富なカラー図によって、基礎から
最新の研究動向まで丁寧に説明されています。参考書２は、大学院
生・研究者向けの本格的な界面科学の成書です。参考書３は、化粧
品・医薬部外品・医薬品の研究・開発に携わる研究者・技術者向け
の本ですが、これらの応用分野に興味ある受講者にも推薦します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は教科書に沿ったスライドを中心とし、配布プリントと板書
を併用します。授業内容の理解を助けるために、授業内で演習課題
を毎回課します。受講者の理解度を確認するために、中間試験など
を実施します。

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－－◎

(A)､(C)に該当する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　『界面コロイド化学』

 1. 序論、気体―液体界面①
 2. 気体―液体界面②
 3. 不溶性単分子膜
 4. 液体―液体界面
 5. 固体―液体界面①
 6. 固体―液体界面②
 7. 固体―液体界面③
 8. 中間試験（第1～7回の授業内容）
 9. 界面の電気的性質①
10. 界面の電気的性質②
11. 固体―気体界面①
12. 固体―気体界面②
13. エマルション①
14. エマルション②
15. 重要事項の確認

なお、上記は目安であり、受講者の理解度と進捗状況によ
り変更することもあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：　中間試験（第1～7回の授業内容）、定期試
験（第9～15回の授業内容）、平常点（演習課題成績など
を含む）により評価します。
②割合：　中間試験40%、定期試験40%、平常点20%を目
安として総合的に評価します。なお、平常点には広義の学
習に対する態度も考慮します。

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

　本科目は、物質移動工学Ⅰ（化学統計熱力学）の知識を
前提としません。

◎－－－　科目の種類　－－－◎

化学プロセス工学コース：　選択
化学システム工学コース：　選択



2019-7050000020-01物質移動工学Ⅱ

新戸　浩幸

◎化シ化学ｼ:A-2,A-3,B-1,C-3

1.界面（気体―液体、液体―液体、固体―液体、固体―気体）の基礎を説明す
ることができる。　(A-2)

2.コロイド系（微粒子、界面活性剤、高分子、エマルション）の基礎を説明す
ることができる。　(A-3)

3.界面・コロイド系について、『分子の気持ち』になって微視的視点から考え
ることができる。　(B-1)

4.日用品、食品、医薬品などの機能性や安全性を、界面コロイド化学に基づい
て、考えようとする。　(C-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。

◎化シ化学ﾌ:A-2,A-3,B-1,C-3

1.界面（気体―液体、液体―液体、固体―液体、固体―気体）の基礎を説明す
ることができる。　(A-2)

2.コロイド系（微粒子、界面活性剤、高分子、エマルション）の基礎を説明す
ることができる。　(A-3)

3.界面・コロイド系について、『分子の気持ち』になって微視的視点から考え
ることができる。　(B-1)

4.日用品、食品、医薬品などの機能性や安全性を、界面コロイド化学に基づい
て、考えようとする。　(C-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7050000012-01流体工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

鈴川　一己

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は「流体力学入門」に相当する。これまで学習した質点系の力学
に対し、切れ目のない連続したもの（固体、液体、気体）に対する力学の一
部である。特に、液体や気体を総称して流体という。この授業では流体（物
質）をパイプラインなどで輸送するための基本について学ぶ。
　化学装置では様々な化学物質を流体（気体や液体）として扱う。また、装
置間を配管でつなぎ化学物質を輸送している。このため、化学プラントや化
学装置の設計・操作を行うためには、流体の性質や流動特性の理解が必要に
なる。本講義は流体力学の基礎である水力学の範囲を対象とする。流れは身
近な現象の一つである。できるだけ流れに対するイメージを作り、どのよう
な考え方で式が導かれたのかを理解することが望ましい。なお、理解度確認
のためまとめの時間を設ける。

　なお授業では、化学会社において化学プロセスの設計解析に携わった実務
経験に基づいて、流体工学の重要性を解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

[到達目標１]…授業計画の１～５
　流体の基礎的な知識、ニュートンの粘性法則等について理解し応用でき
る。また、応力、圧力、静圧の基礎式を理解し説明できる。(知識・理解)

[到達目標２]…授業計画の６～９
　１次元流に対する連続の式、ベルヌーイの式について理解し説明できる。
(知識・理解)

[到達目標３]…授業計画の１０～１５
　層流と乱流の特性および判別方法、管路内流動におけるエネルギー損失の
評価方法を理解し、装置の設計計算や操作に応用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　初回に授業とテキストの対応表を配布する。事前にテキストを読み内容を
確認しておく必要がある。（10分）
　また、毎授業後、配布資料を含め、自宅にてノートを整理するとともに、
新しく出て来た内容や専門用語の意味等を理解すること。（60分）
　また、指定したテキストの演習問題を実施することが必要である。（20
分）

この科目は日頃から、予習・復習および計算練習が欠かせない。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：定期試験、平常点（中間テスト、レポート課題提出、小演習な
ど）
②割合：定期試験65％、平常点（中間テスト、レポート課題提出、小演習な
ど）35％を目安として総合的に評価する。
　［到達目標１］評価割合を全体の30％とする。
　［到達目標２］評価割合を全体の30％とする。
　［到達目標３］評価割合を全体の40％とする。
③評価基準：専門用語を含め問題の意味を理解し、きちんと計算できるかを
評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・鈴木・関谷・彭・松島・沖田共著、「流体力学」、コロナ社（2018）、
ISBN 978-4-339-04535-2、2900円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

１）金原粲 監修、「流体力学」、実教出版（2009）、ISBN
978-4-407-31541 -7、2300円+税
２）森田泰司著、「流体の力学計算法」、東京電機大学出版局（1996）、
ISBN 978-4-501-41330-9、1800円+税
３）日本機械学会著、「流体力学（JSMEテキストシリーズ）」、日本機械学
会／丸善（2005）、ISBN 978-4-88898-119-4、1886円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教科書に沿って主に板書により講義する。授業ノートを取ることが必要で
ある。また、授業中に小テストを行うため、毎回、関数電卓を持参するこ
と。資料が配布された場合は、次回までに内容を理解した上で受講するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．単位系、次元
　２．流体の性質
　３．静止流体の力学
　４．マノメータ
　５．中間まとめ１

　６．連続の式（質量保存則）
　７．ベルヌーイの式（エネルギー保存則）
　８．流量測定
　９．中間まとめ２

１０．損失のある円管内の流れ
１１．損失のある円管内の流れ／層流／ハーゲン・ポアズ
イユ流
１２．損失のある円管内の流れ／乱流
１３．拡大縮小管内の流れ
１４．中間まとめ３
１５．流れの基礎方程式とレイノルズ数

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

　2年次の「力学Ｃ」、3年次の「伝熱工学」および「輸送
現象」と強く関連する。数学の知識も必要である。また、
流体工学は「伝熱工学」、「化学工学実験Ⅱ」、「化学装
置設計」などの科目における基礎知識となる。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　この授業により流体力学の基礎を修得し、基本的な配管
の設計計算ができるようになることを目標とする。
　（B)および（C)に該当

◎－－－　科目の種類　－－－◎

　必修
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鈴川　一己

◎化シ:A-1,A-2,B-1

1.[到達目標１]…授業計画の１～５
　流体の基礎的な知識、ニュートンの粘性法則等について理解し応用できる。
また、応力、圧力、静圧の基礎式を理解し説明できる。　(A-1)

2.[到達目標２]…授業計画の６～９
　１次元流に対する連続の式、ベルヌーイの式について理解し説明できる。　
(A-2)

3.[到達目標３]…授業計画の１０～１５
　層流と乱流の特性および判別方法、管路内流動におけるエネルギー損失の評
価方法を理解し、装置の設計計算や操作に応用できる。　(B-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-7060000206-02応用地盤力学及び演習「（再）週2回開講」

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・６時限, 木・６時限　　試験時間割：後日発表　　

村上　哲、櫨原　弘貴、坂田　智美

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本講義では、地盤の防災，環境保全技術，土木・建築基礎構
造の設計法に関わる基本事項について学ぶ。安全で経済的な社
会基盤施設と地盤の安定性を評価する上で、最も基本的で重要
な土のせん断変形と強さについて理解するとともに、地盤と構
造物の設計法(土圧、地盤支持力、斜面安定）における安定解
析の考え方を理解し、応用する方法を、習得する。
　応用地盤力学の履修にあたって、基礎地盤力学で習得した地
盤を取り扱うために必要な基礎的な物理・力学的な事項を用い
るので、十分復習して臨むこと。毎回の授業内容を復習するこ
と。さらに次回の授業範囲を予習し、専門用語や公式の内容を
理解しておくこと。
　毎回の授業内容を復習すること。さらに次回の授業範囲を予
習し、専門用語や公式の内容を理解しておくこと。
　村上は、国、県、市など公共機関における地盤工学的問題解
決に関わる指導的実務経験があり、地盤対策技術に関する民間
機関との共同研究の実施経験がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

土のせん断変形と強さについて理解し、説明することができ
る。(知識・理解)

土のせん断変形と強さを評価する手法を理解し、適切に利用す
ることができる。(知識・理解)

土構造物を設計（土圧、地盤支持力、斜面安定）するための基
礎理論を説明することできる。(知識・理解)

土構造物を合理的に設計するための手法や対策法を提案するこ
とができる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

評価方法は、出席を重視し、各単元終了時に行う中間テスト
(60％)、期末テスト(40％)を目安として総合的に評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書:基礎から学ぶ「土質工学」（朝倉書店
ISBN978-4-254-26153-0）、及び、授業で配布する資料
参考書:絵とき　土質力学　オーム社，石原研而:土質力学　丸
善

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

基礎地盤力学及び演習

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

基礎数学、力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.応用地盤力学の内容と学ぶための基礎知識
2.土のせん断変形と破壊
3.土の変形と有効応力
4.土の破壊規準
5.モールの応力円の基礎
6.モールの応力円の応用
7.モール・クーロンの破壊規準
8.土のせん断試験法
9.砂と粘土のせん断特性
10.地盤の安定解析に用いる土の強度
11.抗土圧構造物の安定解析概論
12.ランキンの土圧理論の基礎
13.ランキンの土圧理論の応用(擁壁構造物）
14.ランキンの土圧理論の応用(矢板構造物）
15.クーロンの土圧理論の基礎と応用
16.土のせん断・土圧に関する中間試験(1)
17.斜面安定の解析概論
18.自然斜面の安定解析法
19.人工斜面の安定解析法（直線すべり）
20.人工斜面の安定解析法（円弧すべり）
21.分割法による斜面・基礎地盤の安定解析法の基礎
22.分割法による斜面・基礎地盤の安定解析法の応用
23.地盤調査法（標準貫入試験とその利用）
24.基礎構造物と地盤支持力概論
25.直接基礎の支持力理論の基礎
26.直接基礎の支持力理論の応用
27.杭の支持力理論の基礎
28.杭の支持力理論の応用
29.斜面安定・支持力に関する中間試験(2)
30.講義総括と期末試験対策

◎－－－　URL　－－－◎

レジリエント防災研究室Web
(http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/drr/)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

指定した教科書や講義資料を事前に読んでおくこと（60
分）。
授業終了後には、授業中に配布した資料、板書した内容、
演習問題を見直して復習をすること（60分）。



2019-7060000206-02応用地盤力学及び演習「（再）週2回開講」

村上　哲、櫨原　弘貴、坂田　智美

◎社デ:A-1,B-3

1.土のせん断変形と強さについて理解し、説明することができる。　(A-1)

2.土のせん断変形と強さを評価する手法を理解し、適切に利用することができ
る。　(A-1)

3.土構造物を設計（土圧、地盤支持力、斜面安定）するための基礎理論を説明
することできる。　(A-1)

4.土構造物を合理的に設計するための手法や対策法を提案することができる。
　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000206-01応用地盤力学及び演習「週2回開講」

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

村上　哲、坂田　智美

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本講義では、地盤の防災，環境保全技術，土木・建築基礎構
造の設計法に関わる基本事項について学ぶ。安全で経済的な社
会基盤施設と地盤の安定性を評価する上で、最も基本的で重要
な土のせん断変形と強さについて理解するとともに、地盤と構
造物の設計法(土圧、地盤支持力、斜面安定）における安定解
析の考え方を理解し、応用する方法を、習得する。
　応用地盤力学の履修にあたって、基礎地盤力学で習得した地
盤を取り扱うために必要な基礎的な物理・力学的な事項を用い
るので、十分復習して臨むこと。毎回の授業内容を復習するこ
と。さらに次回の授業範囲を予習し、専門用語や公式の内容を
理解しておくこと。
　毎回の授業内容を復習すること。さらに次回の授業範囲を予
習し、専門用語や公式の内容を理解しておくこと。
　村上は、国、県、市など公共機関における地盤工学的問題解
決に関わる指導的実務経験があり、地盤対策技術に関する民間
機関との共同研究の実施経験がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

土のせん断変形と強さについて理解し、説明することができ
る。(知識・理解)

土のせん断変形と強さを評価する手法を理解し、適切に利用す
ることができる。 (知識・理解)

土構造物を設計（土圧、地盤支持力、斜面安定）するための基
礎理論を説明することできる。 (知識・理解)

土構造物を合理的に設計するための手法や対策法を提案するこ
とができる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

評価方法は、出席を重視し、中間テスト(60％)、期末テスト
(40％)を目安として総合的に評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書:基礎から学ぶ「土質工学」（朝倉書店
ISBN978-4-254-26153-0）、及び、授業時に配布する資料。
参考書:絵とき　土質力学　オーム社，石原研而:土質力学　丸
善

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

基礎地盤力学及び演習

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

基礎数学、力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.応用地盤力学の内容と学ぶための基礎知識
2.土のせん断変形と破壊
3.土の変形と有効応力
4.土の破壊規準
5.モールの応力円の基礎
6.モールの応力円の応用
7.モール・クーロンの破壊規準
8.土のせん断試験法
9.砂と粘土のせん断特性
10.地盤の安定解析に用いる土の強度
11.抗土圧構造物の安定解析概論
12.ランキンの土圧理論の基礎
13.ランキンの土圧理論の応用(擁壁構造物）
14.ランキンの土圧理論の応用(矢板構造物）
15.クーロンの土圧理論の基礎と応用
16.土のせん断・土圧に関する中間試験(1)
17.斜面安定の解析概論
18.自然斜面の安定解析法
19.人工斜面の安定解析法（直線すべり）
20.人工斜面の安定解析法（円弧すべり）
21.分割法による斜面・基礎地盤の安定解析法の基礎
22.分割法による斜面・基礎地盤の安定解析法の応用
23.地盤調査法（標準貫入試験とその利用）
24.基礎構造物と地盤支持力概論
25.直接基礎の支持力理論の基礎
26.直接基礎の支持力理論の応用
27.杭の支持力理論の基礎
28.杭の支持力理論の応用
29.斜面安定・支持力に関する中間試験(2)
30.講義総括と期末試験対策

◎－－－　URL　－－－◎

レジリエント防災研究室Web
(http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/drr/)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Ｄに該当

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

指定した教科書や講義資料を事前に読んでおくこと（60
分）。
授業終了後には、授業中に配布した資料、板書した内容、
演習問題を見直して復習をすること（60分）。



2019-7060000206-01応用地盤力学及び演習「週2回開講」

村上　哲、坂田　智美

◎社デ:A-1,B-3

1.土のせん断変形と強さについて理解し、説明することができる。　(A-1)

2.土のせん断変形と強さを評価する手法を理解し、適切に利用することができ
る。 　(A-1)

3.土構造物を設計（土圧、地盤支持力、斜面安定）するための基礎理論を説明
することできる。 　(A-1)

4.土構造物を合理的に設計するための手法や対策法を提案することができる。
　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000204-01基礎地盤力学及び演習「週2回開講」

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　研一

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　社会のインフラ整備が進むに連れて土木技術者は、今まで人
類が経験した事のない大きな橋やトンネルを計画し、設計・施
工が行われている。また、我が国では、東日本大震災規模の強
い地震の脅威からこのような構造物を守る最先端の技術力が要
求されており、社会における重責を果たしている。このような
土木構造物は、直接・間接的に土を主体とした基礎地盤上ある
いは地盤中に築造される。この講義では、このような土木構造
物のすべてを支える基礎となる地盤を取り扱うにあたっての基
礎的な物理・力学的な事項について学び、土の透水性、有効応
力、地盤の沈下現象や強さの定義などを習得する。特に、ゼネ
コンにて都市土木と技術研究所での勤務経験を生かし、学んだ
内容が現場でどのように役立つのかについて解説します。
　毎回の授業内容を復習すること。さらに次回の授業範囲を予
習し、専門用語や公式の内容を理解しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会基盤整備における土質力学の重要性について知ることがで
きる。(知識・理解)

土質力学の基礎知識を身に付け、応用地盤力学に対応できるよ
うになる。 (技能)

土の基本的性質、土の締固め特性を理解できる。(技能)

地下水の流れ、有効応力、粘土の沈下、基本的な土質力学の力
学定数の求め方を習得できる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　評価方法は、各単元終了時に行う中間テスト(30%)、期末テ
スト(70%)を目安として総合的に評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書:基礎から学ぶ「土質工学」，朝倉書店
ISBN978-4-254-26153-0
参考書:絵とき　土質力学　オーム社，石原研而:土質力学　丸
善

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

力学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

基礎数学、力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．地盤力学って何？
(社会資本整備の中の地盤力学の位置づけ）
2．地盤力学について1　
（地盤工学の役割）
3．地盤力学について2
（土の定義、地盤調査について）
4．土の基本的性質1　
（土の物理的量の定義、測定法）
5．土の基本的性質1演習
（土の物理的量の定義、測定法）
6．土の基本的性質2　
（土の粒度分布、コンシステンシー他）
7．土の基本的性質2演習　
（土の粒度分布、コンシステンシー他）
8．土の基本的性質3
（土の分類を知る）
9．土の基本的性質3演習
（土の分類を知る）
10．土の基本的性質に関する中間テスト①
11．土の透水性1　
（土の中を水が流れる、ダルシーの法則と地盤内の応力）
12．土の透水性1演習　
（土の中を水が流れる、ダルシーの法則と地盤内の応力）
13．土の透水性2
（地下水の流れを予測する　流線網による流れの把握　アースダムの中を流
れる水）
14．土の透水性2演習
（地下水の流れを予測する　流線網による流れの把握　アースダムの中を流
れる水）
15.土の透水性に関する中間テスト②
16．有効応力1　
（有効応力とは？　全応力、間隙水圧、有効
応力の関係と地盤内応力分布）
17．有効応力1演習
（有効応力とは？　全応力、間隙水圧、有効
応力の関係と地盤内応力分布）
18．有効応力2
（実際の地盤内の有効応力分布を計算する）
19.有効応力2演習
（実際の地盤内の有効応力分布を計算する）
20．粘土の圧密1　
（土の圧縮、有効応力と地盤沈下）
21．粘土の圧密1演習　
（土の圧縮、有効応力と地盤沈下）
22．粘土の圧密2
（地盤沈下を予測する、沈下のメカニズムと理論）
23．粘土の圧密2演習
（地盤沈下を予測する、沈下のメカニズムと理論）
24.有効応力の粘土の圧密の総合演習
25.粘土の圧密3
(沈下時間を予測する)
26．粘土の圧密3演習
(沈下時間を予測する)
27.粘土の圧密4
(軟弱地盤の圧密、圧密促進工法他)
28．粘土の圧密4演習
(圧密総合演習、圧密促進工法他)
29.有効応力・粘土の圧密中間テスト③
30.総括

◎－－－　URL　－－－◎

道路・土質研究室
(http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/road/geotech/index.htm)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

指定した教科書を事前に読んでおくこと。(30分)
授業終了後には、授業中に配布した資料、板書した内容や演習問題を見直し
て復習をすること。(90分)
各項目ごとに実施する中間テストの予習・復習を行なうこと(60分)。

◎－－－　JABBEの学習・教育到達目標　－－－◎

Ｄに該当



2019-7060000204-01基礎地盤力学及び演習「週2回開講」

佐藤　研一

◎社デ:A-1,B-3

1.社会基盤整備における土質力学の重要性について知ることができる。　(A-1)

2.土質力学の基礎知識を身に付け、応用地盤力学に対応できるようになる。 　
(B-3)

3.土の基本的性質、土の締固め特性を理解できる。　(B-3)

4.地下水の流れ、有効応力、粘土の沈下、基本的な土質力学の力学定数の求め
方を習得できる。　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000204-02基礎地盤力学及び演習「（再）週2回開講」

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・６時限, 木・６時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　研一、藤川 拓朗

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　社会のインフラ整備が進むに連れて土木技術者は、今まで人
類が経験した事のない大きな橋やトンネルを計画し、設計・施
工が行われている。また、我が国では、東日本大震災規模の強
い地震の脅威からこのような構造物を守る最先端の技術力が要
求されており、社会における重責を果たしている。このような
土木構造物は、直接・間接的に土を主体とした基礎地盤上ある
いは地盤中に築造される。この講義では、このような土木構造
物のすべてを支える基礎となる地盤を取り扱うにあたっての基
礎的な物理・力学的な事項について学び、土の透水性、有効応
力、地盤の沈下現象や強さの定義などを習得する。特に、ゼネ
コンにて都市土木と技術研究所での勤務経験を生かし、学んだ
内容が現場でどのように役立つのかについて解説します。
　毎回の授業内容を復習すること。さらに次回の授業範囲を予
習し、専門用語や公式の内容を理解しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会基盤整備における土質力学の重要性について知ることがで
きる(知識・理解)

土質力学の基礎知識を身に付け、応用地盤力学に対応できるよ
うになる。 (技能)

土の基本的性質、土の締固め特性を理解できる。 (技能)

地下水の流れ、有効応力、粘土の沈下、基本的な土質力学の力
学定数の求め方を習得できる(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　評価方法は、各単元終了時に行う中間テスト(30%)、期末テ
スト(70%)を目安として総合的に評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書:基礎から学ぶ「土質工学」，朝倉書店
ISBN978-4-254-26153-0
参考書:絵とき　土質力学　オーム社，石原研而:土質力学　丸
善

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

力学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

基礎数学、力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．地盤力学って何？
(社会資本整備の中の地盤力学の位置づけ）
2．地盤力学について1　
（地盤工学の役割）
3．地盤力学について2
（土の定義、地盤調査について）
4．土の基本的性質1　
（土の物理的量の定義、測定法）
5．土の基本的性質1演習
（土の物理的量の定義、測定法）
6．土の基本的性質2　
（土の粒度分布、コンシステンシー他）
7．土の基本的性質2演習　
（土の粒度分布、コンシステンシー他）
8．土の基本的性質3
（土の分類を知る）
9．土の基本的性質3演習
（土の分類を知る）
10．土の基本的性質に関する中間テスト①
11．土の透水性1　
（土の中を水が流れる、ダルシーの法則と地盤内の応力）
12．土の透水性1演習　
（土の中を水が流れる、ダルシーの法則と地盤内の応力）
13．土の透水性2
（地下水の流れを予測する　流線網による流れの把握　アースダムの中を流
れる水）
14．土の透水性2演習
（地下水の流れを予測する　流線網による流れの把握　アースダムの中を流
れる水）
15.土の透水性に関する中間テスト②
16．有効応力1　
（有効応力とは？　全応力、間隙水圧、有効
応力の関係と地盤内応力分布）
17．有効応力1演習
（有効応力とは？　全応力、間隙水圧、有効
応力の関係と地盤内応力分布）
18．有効応力2
（実際の地盤内の有効応力分布を計算する）
19.有効応力2演習
（実際の地盤内の有効応力分布を計算する）
20．粘土の圧密1　
（土の圧縮、有効応力と地盤沈下）
21．粘土の圧密1演習　
（土の圧縮、有効応力と地盤沈下）
22．粘土の圧密2
（地盤沈下を予測する、沈下のメカニズムと理論）
23．粘土の圧密2演習
（地盤沈下を予測する、沈下のメカニズムと理論）
24.有効応力の粘土の圧密の総合演習
25.粘土の圧密3
(沈下時間を予測する)
26．粘土の圧密3演習
(沈下時間を予測する)
27.粘土の圧密4
(軟弱地盤の圧密、圧密促進工法他)
28．粘土の圧密4演習
(圧密総合演習、圧密促進工法他)
29.有効応力・粘土の圧密中間テスト③
30.総括

◎－－－　URL　－－－◎

道路・土質研究室
(http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/road/geotech/index.htm)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

指定した教科書を事前に読んでおくこと。(30分)
授業終了後には、授業中に配布した資料、板書した内容や演習問題を見直し
て復習をすること。(90分)
各項目ごとに実施する中間テストの予習・復習を行なうこと。(60分)

◎－－－　JABBEの学習・教育到達目標　－－－◎

Ｄに該当



2019-7060000204-02基礎地盤力学及び演習「（再）週2回開講」

佐藤　研一、藤川 拓朗

◎社デ:A-1,B-3

1.社会基盤整備における土質力学の重要性について知ることができる　(A-1)

2.土質力学の基礎知識を身に付け、応用地盤力学に対応できるようになる。 　
(B-3)

3.土の基本的性質、土の締固め特性を理解できる。 　(B-3)

4.地下水の流れ、有効応力、粘土の沈下、基本的な土質力学の力学定数の求め
方を習得できる　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000219-01キャリア演習

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

辰巳　浩、渡辺　亮一、堤　香代子、吉城　秀治、江本 幸雄、佐藤 研一、柴田 久、村上 哲、渡辺　浩、坂田 力、鈴木 慎也、橋本 彰博、今泉 暁音、伊豫岡 宏樹、坂田 智美、下妻 達也、櫨原 弘貴、藤川 拓朗、山田 悠二、池田 隆太郎、大隣 昭作、古賀 千佳嗣、斉藤 美穂、浜田 晃規、林 義晃

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　社会デザイン分野の技術者として活躍するための実践的な知
識および素養を身に着けることを目的とする。本講義は大きく
3つのパートから構成される。第1パートは卒業後の希望進路に
より、民間企業と公務員に分かれ、前者については日本語およ
びSPIに対する能力の向上に取り組み、後者については公務員
試験をにらんだ専門知識の修得に取り組む。第2パートでは卒
論に向けた各研究室のテーマ研究と研究室選択を行い、第3
パートでは社会インフラの実情について学ぶとともに、技術者
としての円滑なコミュニケーション能力の修得を図る。インフ
ラの実情に関する講義ついては、インフラの整備や維持管理等
の実務を担う国土交通省職員による講演を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会デザイン分野の技術者としての自分の役割を考え、今後の
進むべき目標を定めることができる(態度・志向性)

社会デザイン分野の技術者として必要な知識を修得するために
自主的・継続的に学習することができる(態度・志向性)

社会インフラの実情について理解できる(態度・志向性)

技術者としての円滑なコミュニケーション能力を身に着ける
(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

（１）評価基準
各回の授業内容を理解できているか及び上記到達目標を達成し
ているかを評価の基準とする

（２）評価方法
毎回の講義内で実施される小テストまたはレポートにより評価
する（第1パートの民間企業希望者については、エントリー
シートの日本語・日本語テスト・意見文1・意見文2で評価）。
定期試験は実施しない

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

配布資料

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

キャリアデザイン

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

Fuポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス（辰巳・堤・吉城）
2.【民間企業希望者】日常生活における日本語と文法
（堤・吉城）
　【公務員希望者】公務員専門職（土木）試験概略説明
（渡辺亮）
3.【民間企業希望者】敬語(使い分け、注意すべき敬語、配
慮を示す言葉)（堤・吉城）
　【公務員希望者】構造系の専門知識に関する復習1（渡
辺亮）
4.【民間企業希望者】語彙、言葉の意味、表記(類義語、対
義語、文体、話し言葉、書き言葉)（堤・吉城）
　【公務員希望者】構造系の専門知識に関する復習2（渡
辺亮）
5.【民間企業希望者】時事問題、文の組み立て、自分の長
所･短所･自己PR文の作成（堤・吉城）
　【公務員希望者】地盤力学系の専門知識に関する復習1
（渡辺亮）
6.【民間企業希望者】時事問題、エントリーシートの作
成、日本語テスト（堤・吉城）
　【公務員希望者】地盤力学系の専門知識に関する復習2
（渡辺亮）
7.【民間企業希望者】時事問題、レポート(報告・小論文)
と作文(感想文・意見文)の違い、小論文（意見文1）の作成
（堤・吉城）
　【公務員希望者】水理学系の専門知識に関する復習1
（渡辺亮）
8.【民間企業希望者】時事問題、SPI(言語能力)（堤・吉
城）
　【公務員希望者】水理学系の専門知識に関する復習2
（渡辺亮）
9.【民間企業希望者】時事問題、SPI(非言語能力)（堤・吉
城）
　【公務員希望者】土木計画系（都市計画・河川工学・上
下水道学など）の専門知識に関する復習（渡辺亮）
10.【民間企業希望者】時事問題、SPI実践、意見文2の作成
（堤・吉城）
　【公務員希望者】土木材料系（コンクリート工学など）
の専門知識に関する復習（渡辺亮）
11.各研究室のテーマ研究（全員）
12.卒論の所属研究室の選択（全員）
13.社会インフラの実情1：道路・空港・港湾（辰巳・堤・
吉城・国交省）
14.社会インフラの実情2：河川・ダム・下水道（辰巳・
堤・吉城・国交省）
15.面接対策：技術者のコミュニケーション（辰巳・堤・
吉城）

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義計画をもとに関連する内容について事前に予習をして
おくこと（60分）
講義の後は疑問点を整理し復習を行うこと（60分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Gに該当



2019-7060000219-01キャリア演習

辰巳　浩、渡辺　亮一、堤　香代子、吉城　秀治、江本 幸雄、佐藤 研一、柴田 久、村上 哲、渡辺　浩、坂田 力、鈴木 慎也、橋本 彰博、今泉 暁音、伊豫岡 宏樹、坂田 智美、下妻 達也、櫨原 弘貴、藤川 拓朗、山田 悠二、池田 隆太郎、大隣 昭作、古賀 千佳嗣、斉藤 美穂、浜田 晃規、林 義晃

◎社デ:C-3

1.社会デザイン分野の技術者としての自分の役割を考え、今後の進むべき目標
を定めることができる　(C-3)

2.社会デザイン分野の技術者として必要な知識を修得するために自主的・継続
的に学習することができる　(C-3)

3.社会インフラの実情について理解できる　(C-3)

4.技術者としての円滑なコミュニケーション能力を身に着ける　(C-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060004073-01キャリアデザイン

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柴田　久、江本 幸雄、佐藤 研一、辰巳　浩、村上 哲、渡辺　浩、渡辺　亮一、坂田 力、鈴木 慎也、橋本 彰博、堤　香代子、今泉 暁音、伊豫岡 宏樹、櫨原 弘貴、吉城　秀治、池田 隆太郎、大隣 昭作、古賀 千佳嗣、斉藤 美穂、浜田 晃規、林 義晃、坂田 智美、下妻 達也、山田 悠二、眞田　明子、中牟田 啓子

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　社会デザインの役割を考えながらその実践的な内容を学ぶと
ともに、自分がそこでどのように活躍できるかを考えることを
目的とする。この科目は15回の講義と夏期休暇中のインターン
シップで構成される。講義は社会基盤施設整備において実務経
験のある学科教員に加え、社会の一線で活躍する技術者が担当
する。またその内容はインターンシップを有意義にするための
ものから、社会の動向を知るためのものまで多岐に渡ってい
る。
　インターンシップはこの科目の成果の総仕上げとして参加す
るものである。職業意識を高めるとともに、これまでの学習が
実社会でどのように利用されているかを確認することで今後の
学習目標の設定に役立つ。また他機関とも積極的に情報を交換
することで、進路選択はさらに有意義となるはずである。
　なお、到達目標の達成のため、各回の復習を十分に行うとと
もに、インターンシップにも精力的に取り組み、その報告書を
とりまとめることが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）社会デザインの技術を、地球規模から地域社会まで幅広く
応用する方法を考えることができる。(態度・志向性)

２）責任感と倫理観を兼ね備えた技術者になることをイメージ
できる。(態度・志向性)

３）職業人としての自分の役割を理解するとともに、今後の学
習目標を設定することができる。(態度・志向性)

４）インターンシップの成果を発表し、他機関の情報をふま
え、将来の目標を設定することができる。(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

達成すべき目標のうち、１）と２）に関しては15回の講義、
３）と４）に関してはインターンシップの成果を基に、85:15
の割合で総合的に評価する。なお、インターンシップへの参加
も必須であり、不参加の場合は単位取得の対象とならない。定
期試験は実施しない。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

使用しない

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

インターンシップで必要となる科目について、バランスよく修
得していることが望ましい。

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ＦＵポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．就職とインターンシップの意義 （柴田）
2．日本語とコミュニケーション能力（IRTテスト）（柴
田・池田）
3．各職種の役割と関連～民間企業（坂田・今泉）
4．各職種の役割と関連～公務員・公益企業他（辰巳）
5．工学系の仕事と社会デザインの仕事（渡辺浩）
6．第一線で活躍する技術者の声(1)（柴田・福陽会）
7．第一線で活躍する技術者の声(2)（柴田・福陽会）
8．今後の社会の動向(1)～社会基盤整備の将来の技術（村
上）
9．今後の社会の動向(2)～国際協力とODA（鈴木・眞田）
10．今後の社会の動向(3)～男女共同参画社会の将来像（鈴
木・中牟田）
11．建設工事の流れと業種間の役割（佐藤）
12．資格と仕事（柴田）
13．就職試験とその対策（SPI・履歴書の書き方）（江
本）
14．公務員試験とその対策（渡辺亮）
15．インターンシップへの取り組み （柴田・佐藤・池
田・藤川・古賀）

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

初回に配布される講義計画をもとに、事前に予習しておく
こと。講義の後で疑問点は整理し復習を行うこと。予習６
０分、復習６０分が望ましい。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Gに該当



2019-7060004073-01キャリアデザイン

柴田　久、江本 幸雄、佐藤 研一、辰巳　浩、村上 哲、渡辺　浩、渡辺　亮一、坂田 力、鈴木 慎也、橋本 彰博、堤　香代子、今泉 暁音、伊豫岡 宏樹、櫨原 弘貴、吉城　秀治、池田 隆太郎、大隣 昭作、古賀 千佳嗣、斉藤 美穂、浜田 晃規、林 義晃、坂田 智美、下妻 達也、山田 悠二、眞田　明子、中牟田 啓子

◎社デ:C-3

1.１）社会デザインの技術を、地球規模から地域社会まで幅広く応用する方法
を考えることができる。　(C-3)

2.２）責任感と倫理観を兼ね備えた技術者になることをイメージできる。　
(C-3)

3.３）職業人としての自分の役割を理解するとともに、今後の学習目標を設定
することができる。　(C-3)

4.４）インターンシップの成果を発表し、他機関の情報をふまえ、将来の目標
を設定することができる。　(C-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060001006-01建設景観学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

柴田　久

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本講義では景観工学における基礎知識を習得し、公共空間整
備を巡る景観設計・計画の理論と実践について学習する。ここ
では景観の価値や概念的枠組みを踏まえた上で、各種公共空間
整備の実務経験を活かし、景観の分析指標ならびに住民参加の
捉え方、地方都市活性化の課題等について解説、さらにフィー
ルド演習を通じた景観デザイン能力の実践的育成を目指す。な
お指定した教科書の予習ならびに講義後の復習を行っておくこ
と。

◎－－－　到達目標　－－－◎

景観や住民参加の捉え方、景観設計・計画のポイントを述べる
ことができる (知識・理解)

普段生活する身の回りの景観について、その善し悪しと改善策
を述べることができる(態度・志向性)

演習を通じ、景観デザインの基礎的な作業を行うことができる
(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

定期試験(60%)、講義中のフィールド演習(20%)、講義中のレ
ポートおよび講義態度などの平常点(20%)の60点以上を合格と
する。特にフィールド演習はグループで行うため、各自やる気
と責任を自覚し、作業に当たること。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：1）柴田久「地方都市を公共空間から再生する」学芸
出版社ISBN978-4-7615-2660-3　2）小林一郎監修・風景デザイ
ン研究会著「風景のとらえ方・つくり方」共立出版ＩＳＢＮ
978-4-320-07699-0
（上記2冊は3年次の講義まで使用）
参考書：内山久男監修・佐々木葉著「景観とデザイン」オーム
社
ＩＳＢＮ978-4-274-21684-8

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

特になし

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

特になし

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス　　:本講義の内容と留意点を概説
２．景観とは何か　:景観の概念と類型
３．景観の計画・設計論的とらえ方　:景観把握モデルと
優れた視点場の探索・創出
４．景観の構図論とディスプレイ論　:可視・不可視、視
知覚特性、仰角・俯角、見えの大きさ、ゲシュタルト心理
学等
５．空間のスケール・風景の使い心地・体験する風景　:
ヒューマンスケール、視距離、眺望-隠れ場理論など
６．風景とイメージ、景観の計画・設計・予測　:都市の
イメージ、景観シミュレーション等について
７．コミュニティー・デザイン　:住民参加の景観・空
間・まちづくりについて
８．地方都市再生と公共空間のデザイン
９．地方都市の活性化とブランドづくりを支える日常の美
しさのつくり方
１０．フィールド演習（１）　:課題説明、グループ分
け、コンセプトの検討
１１．フィールド演習（２）　:現地踏査
１２．フィールド演習（３）　:グループプロセスによる
演習作業
１３．演習成果報告（１）　:前半グループによるプレゼ
ンテーション、講評
１４．演習成果報告（２）　:後半グループによるプレゼ
ンテーション、講評
１５．総括

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

到達目標の達成のため、教科書による次回の学習範囲や、
分からない部分の質問等も含む復習等が十分になされるこ
とが求められる。予習６０分、復習６０分が望ましい。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Eに該当
(14台以前の受講生：学習・教育到達目標のD・Eに該当)



2019-7060001006-01建設景観学

柴田　久

◎社デ:A-3,C-2

1.景観や住民参加の捉え方、景観設計・計画のポイントを述べることができる
　(A-3)

2.普段生活する身の回りの景観について、その善し悪しと改善策を述べること
ができる　(C-2)

3.演習を通じ、景観デザインの基礎的な作業を行うことができる 　(C-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060009960-01建築設計製図Ⅰ「【12台以降】」（建築製図入門　まったくの建築初心者が半期で自宅を設計！）

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限～６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山本　英治

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本講義では、建築の基礎知識の習得、および建築製図の基礎
的技術の修得を通した、建築デザイン能力の向上を目的として
いる。
　建築製図Ⅱと併せて、建築プロパーにも劣らない企画・製図
力をを短期間に習得する！
　建築製図に必要な基本概念、基本手法、基礎知識を習得し、
それらを踏まえて具体的な演習課題を実施、その都度チェッ
ク、改善を行う。
　これらの学習と実践を通して、場所の分析メソッド、機能、
意匠、技術面から総合的に空間や形態をデザインする建築設計
の基本技法や設計の進め方、設計意図の伝達方法について学
び、基礎的な建築デザイン能力と表現力を養成する。
　以上をもって、建築士資格取得に向けた基礎的な知識・技術
を習得する。
　演習用紙として、セクションペーパー（10㍉方眼入り）を使
用する。T定規、三角定規、および製図用シャープペンシル、
または鉛筆（BまたはHB）を用意すること。
　自ら進んで学ぼうとする積極的な姿勢で履修することが何よ
りも大切である。また、日々の生活から建築空間のスケール感
や、問題を発見しておくことも必要である。
　授業内容に分からなかった、はっきりしなかった箇所がある
場合は、担当者に積極的に質問すること。　
　尚、授業内の演習については、十分な復習を行うこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築製図に必要な基礎的な技術を習得する。(技能)

(2)戸建住宅の基礎的なプランニング技能を修得する。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

それぞれの課題の提出物（表現力、完成度、理解度）を総合的
に評価する。前半部分は到達目標（1）を中心に達成度を評価
し、配点を 30点とする。
　後半部分は到達目標（2）を中心に達成度を評価し、配点を
70点とする。
　それぞれについて合格点を得ることが単位取得の条件とす
る。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

　教科書の代わりにプリントをその都度配布する。

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

　特になし。

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

　特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 建築計画の基礎理論、建築デザインの基礎知識の概説
①。／簡単な建築図面のトレース。
2 建築計画の基礎理論、建築デザインの基礎知識の概説
②。／平面図の模写：住宅の平面図のトレース。
3 建築計画の基礎理論、建築デザインの基礎知識の概説
③。／断面図・立面図の模写：住宅の断面図・立面図のト
レース。
4 設計エスキース①：住宅設計のコンセプトをまとめたエ
スキースのチェックを行なう。
5,6 設計エスキース①：住宅の配置・平面図のエスキース
作成、チェックにより、建築設計の基本である平面図・配
置図の基本を学ぶ。
7,8 設計エスキース①：住宅の立面図・断面図を含む全体
計画のエスキース作成、チェックにより立・断面図の描き
方とその役割を学ぶ。
9 設計エスキース②：設計課題の説明(主旨・敷地・構造・
面積・使用機能・要求図面)、課題地のフィールドサーベ
イの実施。
10 設計エスキース②：課題地の課題分析の方法と設計コ
ンセプトの検討。
11 設計エスキース②：設計コンセプトの提出と平面構成
計画案と実例検討報告。
12 設計エスキース②：設計コンセプトに基づいた平面計
画修正案と断面・立面案作成。
13,14 設計エスキース②：設計コンセプトに基づいた平
面・断面・立面修正案とプレゼン資料としての全体案作
成。
15 総括：作品の発表と検討。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

事前に参考資料を確認の上授業にのぞむこと。（60分程
度）
また、授業後は授業で用いた製図資料を再度確認の上、で
きるだけ身につけるようにして下さい。（60分程度）



2019-7060009960-01建築設計製図Ⅰ「【12台以降】」（建築製図入門　まったくの建築初心者が半期で自宅を設計！）

山本　英治

◎社デ

1.(1)建築製図に必要な基礎的な技術を習得する。　(B-3)

2.(2)戸建住宅の基礎的なプランニング技能を修得する。　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060009958-01建築設計製図Ⅱ（即戦力を見据えた建築企画力・構想力を短期間に身につける！）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・５時限～６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山本　英治

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本講義では、建築設計製図を通して、建築デザインに必要な分析
力、論理性、課題把握能力、空間表現力、創造性の開発を目的として
いる。
また、これらの能力の開発等を通じて、建築士にとって必要な設計の
知識及び技能の習得を目指す。
カリキュラムでは、主に住宅及び小規模な公共施設等に関する具体的
な演習課題を実施し、その都度チェック、改善を行う。 これらの学
習と実践を通して、人、物の流れの機能的な相互関係、敷地内での立
体の適切な配列、空間と構造体との関係付けの技法などに焦点を当
て、機能、意匠、技術面から総合的に空間や形態をデザインする建築
設計の実践力を養成する。
　演習用紙として、セクションペーパー（10㍉方眼入り）を使用す
る。T定規、三角定規、および製図用シャープペンシル、または鉛筆
（BまたはHB）等を用意すること。
　自ら進んで学ぼうとする積極的な姿勢で履修することが何よりも大
切である。また、日々の生活から建築空間のスケール感や、問題を発
見しておくことも必要である。
　授業内容に分からなかった、はっきりしなかった箇所がある場合
は、担当者に積極的に質問すること。　
　尚、授業内の演習については、十分な復習を行うこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)中規模の集合的・公共的施設の設計に当たっての、基本的な考え方
を理解する。(技能)

(2)これらを通して、中規模の集合的・公共的施設の設計に関する専門
技術、問題解決能力、デザイン能力を習得する。(技能)

(3)演習のエスキスや講師へのプレゼンテーションを通じて、自主的な
学習能力、計画的に作品をまとめる能力、他社とのコミュニケーショ
ン能力を育成する。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

それぞれの課題の提出物（表現力、完成度、理解度）を総合的に評価
する。
前半部分は到達目標（1）、（2）の達成度をおおよそ各50%で評価
し、配点を 30点とする。
　後半部分は到達目標（2）、（3）の達成度をおおよそ各50%で評価
し、配点を70点とする。
　それぞれについて合格点を得ることが単位取得の条件とする。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：プリントをその都度配布する。
参考書：日本建築学会編「コンパクト建築設計資料集成」丸善　/ 価
格 : 5,040円（税込） ISBN : 978-4621075098
日本建築学会編「建築設計資料集成[人間]」丸善　/ 価格 : 9,870円（税
込） ISBN : 978-4621071465
日本建築学会編「建築設計資料集成[居住]」丸善　/ 価格 : 12,600円
（税込） ISBN : 978-4621071465
日本建築学会編「構造用教材」丸善　/ 価格 : 1,937円（税込） ISBN :
978-4818904446

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

　建築設計製図Ⅰからの継続的履修が望ましい。但し、建築設計製図
Ⅰ未受講の初心者であっても必要に応じて柔軟な対応を検討する。

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

　基礎的な建築製図のスキル。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス、建築基礎知識の復習。
2 戸建て住宅（１）①課題説明、エスキス。
3　　　　同　　　　　②エスキス。
4　　　　同　　　　　③製図。
5　　　　同　　　　　④製図。 模型作成。
6　　　　同　　　　　⑤提出。講評。
7 戸建て住宅（２）①課題説明、エスキス。
8　　　　同　　　　　②エスキス。
9　　　　同　　　　　③製図。
10　　　同　　　　　④製図。提出。講評。
11地域施設①課題説明、エスキス。
12　　　同　　　　　②エスキス。
13　　　同　　　　　③製図。
14　　　同　　　　　④製図。
15　　　同　　　　　⑤提出。講評。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

事前に参考資料を確認の上授業にのぞむこと。（60分程
度）
また、授業後は授業で用いた製図資料を再度確認の上、で
きるだけ身につけるようにして下さい。（60分程度）



2019-7060009958-01建築設計製図Ⅱ（即戦力を見据えた建築企画力・構想力を短期間に身につける！）

山本　英治

◎社デ

1.(1)中規模の集合的・公共的施設の設計に当たっての、基本的な考え方を理解
する。　(B-3)

2.(2)これらを通して、中規模の集合的・公共的施設の設計に関する専門技術、
問題解決能力、デザイン能力を習得する。　(B-3)

3.(3)演習のエスキスや講師へのプレゼンテーションを通じて、自主的な学習能
力、計画的に作品をまとめる能力、他社とのコミュニケーション能力を育成す
る。　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000159-01工業火薬学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

濱田　裕文

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

火薬と言えば、爆弾や戦争など危険で負のイメージを持つ人が多
い。そのイメージは間違ってはいないが、安全に扱えば我々の想
像もつかない素晴らしい道具になる。今や、火薬は従来の土木工
事、花火、弾薬などへの利用のほか、ロケット、医療、自動車安
全設備等にもその活用範囲を広げている。火薬の本質を知り、安
全に扱う技術を学び、そんな火薬を扱うための資格を取得し、火
薬の平和利用の道をさらに切り開いてほしい。
建設会社に在職中の40余年の間で、世界中で火薬を使った工事
（高速道路、ダム、トンネル、団地造成）を担当してきました。
火薬を扱う楽しさ、難しさ、国情の違い、失敗経験などを交えて
講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

火薬類取扱保安責任者試験のうち、一般火薬学の試験免除となる
レベルに到達する(知識・理解)

危険物を扱う者として、安全・環境に対する責任感を醸成する
(技能)

火薬がモノを破壊するばかりではなく、活用分野が拡大している
ことを学ぶ(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

あまり難しい学問ではありませんが、覚えなくてはならない項
目・言葉が多いので復習が主体になります。日頃から火薬や爆発
などの事件にアンテナを張っていてください。なお、小試験を月
1回程度実施しますので、こまめに勉強するようにして下さい。
復習を２０分程度、小試験前に３０分の試験準備が欲しいです。

◎－－－　成績評価基準及び方法　－－－◎

定期試験と小試験の試験成績で評価します。その割合は定期試験
６～７割、小試験３～４割で配分します。試験問題は、過去の
「火薬類取扱保安責任者試験」と講義中の話題から出題します。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

【教科書】
火薬学（第2版）：日本火薬工業会資料編集部（特に購入の必要
なし）
その他、私が作成したプリントを毎回講義開始時に配布します。
【参考書】
特に必要ありません。
完全解説！火薬類取扱保安責任者試験解説：オーム社

◎－－－　その他・必要となる予備知識　－－－◎

予備知識は必要ありませんが、私が作成・配布する資料と映像だ
けが情報となるので、万一欠席した場合でも翌週資料請求した
り、友人からコピーをもらうなどして、情報欠損がないように注
意してください。
古いフランス映画に「恐怖の報酬」という火薬の怖さを扱った映
画があります。火薬を扱うことの難しさをよく表現しており、火
薬取扱のイメージを得るのに適していると推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．緒論Ⅰ
３．緒論Ⅱ
４．火薬
５．爆薬Ⅰ　　　　　　　+小試験（2-3）
６．爆薬Ⅱ
７．爆薬Ⅲ　　　　　　　
８．火工品Ⅰ　　　　　　+小試験（4-7）
９．火工品Ⅱ
10.火薬類の性能　　　
11.発破Ⅰ　　　　　　　+小試験（8-10）
12.発破Ⅱ
13.発破Ⅲ
14.環境問題・まとめ　　+小試験（11-14）
15.総括・質疑応答

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

選択

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当



2019-7060000159-01工業火薬学

濱田　裕文

◎社デ:A-1,B-3

1.火薬類取扱保安責任者試験のうち、一般火薬学の試験免除となるレベルに到
達する　(A-1)

2.危険物を扱う者として、安全・環境に対する責任感を醸成する　(B-3)

3.火薬がモノを破壊するばかりではなく、活用分野が拡大していることを学ぶ
　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000222-01構造・空間デザイン演習

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柴田　久、渡辺　浩、今泉 暁音、池田 隆太郎、大隣 昭作、下妻達也

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本科目は、担当者の橋梁や公園整備に関わる実務経験を活か
し、土木技術者として必要な知識かつ講義では会得しにくい理
論や実践的な手法について学ぶ。本講義は以下のように構造演
習と空間演習の2つから成る。
　構造演習では、構造合理性を検証するための試験（ブリッジ
コンテスト）に関する一連の作業をおこなう。ここでは、強度
と重量のバランスや美観等の観点を考慮した橋梁の試験体（模
型）製作およびコンテストを通じて、構造原理や破壊現象等に
ついて学ぶ。
　空間演習では、実空間を対象にオープンスペースのプランニ
ングからデザイン提案までの一連の作業（模型製作）より、人
の流れ（動線）と休憩地点（簡素な建築物の設置を含む）ある
いは風景を眺める場（視点場）等を考慮した有機的な空間構成
について学ぶ。また提案する空間には橋梁を組み込むものとす
る。
　各演習の最後には合同でのプレゼンテーションをおこなうこ
ととする。なお、演習前後には十分な予習や復習をおこなうこ
と。

◎－－－　到達目標　－－－◎

構造設計と空間デザインに関する基礎的な理論を理解すること
ができる。 (知識・理解)

基礎的・専門的知識を活用して、課題解決のための実現可能な
解を見いだすことができる。 (態度・志向性)

空間デザインにおける調査・計画・設計の一連の実践的手法を
習得することができる。(知識・理解)

構造設計に必要な原理や現象を把握し、観察・記述することが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

演習の目的および内容を十分理解し、ある程度の精度をもつ成
果が得られ、かつその成果が十分検討されたものかどうかで評
価する。具体的には、空間演習および構造演習の成果物（図
面・模型・レポート）50%・プレゼンテーション30％・平常点
20%の配分にて各演習100点満点で評価し、合計して100点満点
に換算する。2つの演習ともに合格（60点以上）しなければ、
単位は認められない。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

資料を配付する

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

静定構造力学、建設景観学を修得しておくことが望ましい

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

Fuポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス（演習概説、すすめ方、グループ分け等）
2．～15．演習（２グループに分かれて実施）

Ⅰ．構造演習（渡辺　浩、今泉 暁音、大隣 昭作、下妻達
也）
　1)構造演習の概説（ブリッジコンテストの説明）
　2)構造設計
　3)設計図作製
　4)試験体（模型）製作１－構造部材の作成
　5)試験体（模型）製作２－主構造部材の作成及び組み立
て
　6)試験体（模型）製作３－細部の調整
　7)プレゼンテーション（ブリッジコンテスト）※空間演
習と合同実施

　Ⅱ．空間演習（柴田久、池田隆太郎）
　1)空間演習の概説
　2)オープンスペース・プランニング１-コンセプト立案
　3)オープンスペース・プランニング２－動線計画など
　4)オープンスペース・デザイン１－配置・規模
　5)オープンスペース・デザイン２－意匠・形状
　6)オープンスペース・デザイン３－細部の調整
　7)プレゼンテーション※構造演習と合同実施

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

成果物を所定の期限までに提出できるように、早期着手な
らびに適切な時間管理を心掛け、必要に応じて講義時間外
も作業をおこなうこと。予習６０分、復習６０分が望まし
い。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Ｅに該当



2019-7060000222-01構造・空間デザイン演習

柴田　久、渡辺　浩、今泉 暁音、池田 隆太郎、大隣 昭作、下妻達也

◎社デ:A-3,C-2

1.構造設計と空間デザインに関する基礎的な理論を理解することができる。 　
(A-3)

2.基礎的・専門的知識を活用して、課題解決のための実現可能な解を見いだす
ことができる。 　(C-2)

3.空間デザインにおける調査・計画・設計の一連の実践的手法を習得すること
ができる。　(A-3)

4.構造設計に必要な原理や現象を把握し、観察・記述することができる。　
(C-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000110-01交通計画学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

辰巳　浩

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　人々の行う多様な活動は、「交通」によって支えられてお
り、交通施設は多様なインフラストラクチャー（社会基盤施
設）の中でも、最も代表的なものである。ところが、私達の住
む社会には交通に関連するさまざまな問題があり、それらへの
対応がまちづくりの大きな課題となっている。
　そこで本講義では、多様な交通問題や交通計画に関わる理論
および手法について、「都市交通」を中心に学習する。
　なお、本講義を担当する辰巳は、国、県、市町村等が行う交
通計画策定業務において、指導的立場で数多く携わった実績を
有する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様な交通問題とその背景を理解できる(知識・理解)

交通実態調査と交通特性を理解できる(知識・理解)

自動車の交通流特性と道路計画の概要について理解できる(知
識・理解)

交通需要予測手法を理解できる(技能)

交通施設整備計画について理解できる(知識・理解)

交通需要マネジメント、地区交通計画、ITS、MMについて理
解できる(知識・理解)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

（１）評価基準
上記到達目標を達成しているかを評価の基準とする

（２）評価方法
１) 定期試験
２) 中間試験
３) 最終評価=定期試験×0.7+中間試験×0.3

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：樗木武、井上信昭「交通計画学」（共立出版）
ISBN978-4-320-07392-0
参考書：（社）交通工学研究会編「道路交通技術必携」
（（財）建設物価調査会）

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

社会基盤計画学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルを参照のこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．交通の定義・分類、わが国の交通課題
２．わが国の交通政策
３．交通実態調査（PT調査）
４．交通実態調査（その他の調査、PT調査データの整理）
５．PT調査の分析、自動車の交通量と交通流
６．道路構造令、道路計画
７．中間試験
８．交通需要予測（発生集中量の予測）
９．交通需要予測（分布交通量の予測）
１０．交通需要予測（分担交通量の予測）
１１．交通需要予測配分交通量の予測
１２．交通計画の評価、交通結節点の計画（自動車ターミ
ナル、駅前広場）
１３．交通結節点の計画（駐車場）、交通需要マネジメン
トの考え方
１４．交通需要マネジメント施策
１５．地区交通計画、ITS、MM

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

指定した教科書を事前に読んで予習をしておくこと（60
分）
授業終了後にはノートや演習問題を見直して復習をするこ
と（60分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当



2019-7060000110-01交通計画学

辰巳　浩

◎社デ:A-1,B-3

1.多様な交通問題とその背景を理解できる　(A-1)

2.交通実態調査と交通特性を理解できる　(A-1)

3.自動車の交通流特性と道路計画の概要について理解できる　(A-1)

4.交通需要予測手法を理解できる　(B-3)

5.交通施設整備計画について理解できる　(A-1)

6.交通需要マネジメント、地区交通計画、ITS、MMについて理解できる　(A-1)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000221-01材料・地盤実験

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

村上　哲、藤川　拓朗、櫨原　弘貴、山田　悠二、坂田　智美、古賀　千佳嗣

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本科目は、土木技術者として必要な知識であって講義では会得しにくい事象を
自らの目で確かめるために水理・環境実験に引き続き開講されるものである。授
業に出席する前の実験内容の予習、実験終了後の復習は必ず行うこと。
　実験は以下の2分野で構成されている。

Ⅰ．材料分野
　建設構造物の設計施工を行う際は、使用する材料の力学的性質、耐久性などの
諸性質を実験により十分に把握することが重要であり、これらの材料試験の結果
が建設工事の成否に大きな影響を及ぼす。本実験では、まずコンクリートの打設
に必要な材料の物理的性質を把握し、さらに、その数値を用いてコンクリートの
配合、打設および強度試験を実施する。

Ⅱ．地盤分野
　現場の土質調査や設計および施工を行う場合、土質定数の決定が必要不可欠で
ある。地盤実験では、これらの土質定数を決定するための地盤試験を行い、複雑
な地盤の性状および土質特性を把握することを目的としている。さらに、これら
の実験を通して基礎・応用地盤力学の講義で習得した内容の理解力を高める。

　村上、櫨原、藤川は、自治体等公共機関における地盤工学的、材料工学的問題
解決に関わる指導的実務経験があり、土木学会、地盤工学会等において材料・地
盤実験に関わる指導書と報告書を執筆する経験を有する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の目で現象を理解することができる。 (知識・理解)

実験を通じて講義で習得した知識を深めることができる。(知識・理解)

測定値の統計的処理、整理方法について理解することができる。(知識・理解)

実験結果を考察する能力を養い、報告書を作成することができる。(技能)

材料の基本的な性質を実験により把握することができる。(知識・理解)

地盤の性質および土質定数を得るための手法を習得することができる。(知識・理
解)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　材料分野、地盤分野に全て出席し、レポートを全て提出した者に対して成績判
定を行う。その際に、実験の目的および内容を十分理解し、ある程度の精度をも
つ結果が得られ、かつ、実験結果を十分検討したものかどうかで採点する。
　各分野それぞれ100点満点で評価し、合計して100点満点に換算する。2分野合格
しなければ、単位は認められない。なお、地盤実験の最後に実施するソイルタ
ワーコンテスト（土の強さを競うコンテスト）は、班に分かれて実施し、順位に
応じた評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

Ⅰ．材料分野
　「土木材料実験指導書　2017年改訂版」
　【著者名】土木学会コンクリート委員会土木材料実験指導書編集小委員会
　【発行所】公益社団法人土木学会　【発行年】2017年2月
　【価格】1,500円（税別）　【ISBN】978-4-8106-0890-8

Ⅱ．地盤分野
　「土質試験　-基本と手引き-　（第二回改訂版）」
　【著者名】公益社団法人地盤工学会　
　【発行所】丸善出版（株）　【発行年】2010年3月
　【価格】1,600円（税別）　【ISBN】978-4-88644-084-6

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

建設材料学、コンクリート工学、基礎地盤力学、応用地盤力学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。　

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

　実験中は作業服、靴を必ず着用すること。服装に不備がある場合受講を認めな
い。実験によっては危険を伴うものもあるので、実験で使用する器具以外の機械
類にはさわらない。また、器具は丁寧に扱い、器具類は破損しないように注意
し、安全に留意する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

担当：村上・藤川・櫨原・山田・坂田・古賀

１. ガイダンス

２.～１５. 実験（２グループに分かれて実施）
　　Ⅰ．材料分野
　　　１）コンクリートの配合設計・コンクリート梁の設
計
　　　２）フレッシュコンクリート1　材料準備
　　　３）フレッシュコンクリート2　性状試験
　　　４）コンクリート1　供試体作製
　　　５）コンクリート2　力学試験
　　　６）コンクリート梁1　供試体準備
　　　７）コンクリート梁2　耐荷力試験

　　Ⅱ．地盤分野
　　　１）土粒子の密度試験・粒度試験
　　　２）透水試験 　
　　　３）圧密試験
　　　４）締固め試験
　　　５）一軸圧縮試験
　　　６）ソイルタワーコンテスト1　試料作製
　　　７）ソイルタワーコンテスト2　載荷試験

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・指定した教科書を事前に読んでおくこと。次回の実験範
囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。（60
分）
・授業終了時に示す課題についてレポートを作成するこ
と。 （60分）



2019-7060000221-01材料・地盤実験

村上　哲、藤川　拓朗、櫨原　弘貴、山田　悠二、坂田　智美、古賀　千佳嗣

◎社デ:A-1,B-3

1.自分の目で現象を理解することができる。 　(A-1)

2.実験を通じて講義で習得した知識を深めることができる。　(A-1)

3.測定値の統計的処理、整理方法について理解することができる。　(A-1)

4.実験結果を考察する能力を養い、報告書を作成することができる。　(B-3)

5.材料の基本的な性質を実験により把握することができる。　(A-1)

6.地盤の性質および土質定数を得るための手法を習得することができる。　
(A-1)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060004013-02社会基盤計画学「（再）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：後日発表　　

辰巳　浩

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　社会基盤計画とは、インフラに関する諸問題を発見整理し、
公共事業の目的を検討した上で、目的達成のための多くの手段
の中から最終案を選択する一連の行為とその支援手続きおよび
それらより得られる成案であり、これらを体系化した学問が社
会基盤計画学である。
　本講義は、社会基盤計画の概要と、それに用いられる諸手法
について学ぶ。
　なお、本講義を担当する辰巳は、国、県、市町村等が行う交
通計画、都市計画等の社会基盤計画策定業務において、指導的
立場で数多く携わった実績を有する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会基盤施設の種類や特性、計画策定の手順を理解できる(知
識・理解)

計画課題の発見・整理手法を理解できる(知識・理解)

調査データと統計処理と解析の基本を理解できる(技能)

予測モデル作成の方法を理解できる(知識・理解)

代替案の作成と評価方法を理解できる(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

（１）評価基準
上記到達目標を達成しているかを評価の基準とする

（２）評価方法
１) 定期試験
２) 中間試験
３) 最終評価=定期試験×0.7+中間試験×0.3

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：樗木武「土木計画学　第３版」（森北出版）
ISBN978-4-627-42713-6

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

特になし

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルを参照のこと

◎－－－　注意事項　－－－◎

この再クラスは、過年度の社会基盤計画学の講義を受講し、単
位を取得できなかったものの、所定の出席回数を満たした学生
を対象としており（出席回数が足りなかった学生は受講できな
い）、要点の復習が中心の内容となっている。再クラスの受講
資格がある学生であっても、最初から勉強し直したい学生は通
常クラスを受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．社会基盤計画の定義と意義
２．社会基盤計画の手順
３．計画課題の発見・整理（ヒアリング、アンケート調
査、ブレーンストーミング）
４．計画課題の発見・整理（ブレーンライティング、KJ
法、デルファイ法）
５．計画課題の発見・整理（ISM）、計画における調査と
データの整理（標本調査）
６．計画における調査とデータの整理（調査票の設計、
データの整理）
７．中間試験
８．調査データの統計処理と分析（アンケート集計）
９．調査データの統計処理と分析（推定、検定、分散分
析）
１０．調査データの統計処理と分析（多変量解析）
１１．計画における予測
１２．人口の予測
１３．経済の分析、計画における代替案の作成
１４．計画の評価
１５．計画における市民参加と社会実験

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

過年度に受講した際のノートや教科書を事前に読んで予習
をしておくこと（60分）
授業終了後にはノートや演習問題を見直して復習をするこ
と（60分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当



2019-7060004013-02社会基盤計画学「（再）」

辰巳　浩

◎社デ:A-1,B-3

1.社会基盤施設の種類や特性、計画策定の手順を理解できる　(A-1)

2.計画課題の発見・整理手法を理解できる　(A-1)

3.調査データと統計処理と解析の基本を理解できる　(B-3)

4.予測モデル作成の方法を理解できる　(A-1)

5.代替案の作成と評価方法を理解できる　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060004013-01社会基盤計画学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

辰巳　浩

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　社会基盤計画とは、インフラに関する諸問題を発見整理し、
公共事業の目的を検討した上で、目的達成のための多くの手段
の中から最終案を選択する一連の行為とその支援手続きおよび
それらより得られる成案であり、これらを体系化した学問が社
会基盤計画学である。
　本講義は、社会基盤計画の概要と、それに用いられる諸手法
について学ぶ。
　なお、本講義を担当する辰巳は、国、県、市町村等が行う交
通計画、都市計画等の社会基盤計画策定業務において、指導的
立場で数多く携わった実績を有する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会基盤施設の種類や特性、計画策定の手順を理解できる(知
識・理解)

計画課題の発見・整理手法を理解できる(知識・理解)

調査データと統計処理と解析の基本を理解できる(技能)

予測モデル作成の方法を理解できる(知識・理解)

代替案の作成と評価方法を理解できる(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

（１）評価基準
上記到達目標を達成しているかを評価の基準とする

（２）評価方法
１) 定期試験
２) 中間試験
３) 最終評価=定期試験×0.7+中間試験×0.3

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：樗木武「土木計画学　第３版」（森北出版）
ISBN978-4-627-42713-6

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

特になし

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルを参照のこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．社会基盤計画の定義と意義
２．社会基盤計画の手順
３．計画課題の発見・整理（ヒアリング、アンケート調
査、ブレーンストーミング）
４．計画課題の発見・整理（ブレーンライティング、KJ
法、デルファイ法）
５．計画課題の発見・整理（ISM）、計画における調査と
データの整理（標本調査）
６．計画における調査とデータの整理（調査票の設計、
データの整理）
７．中間試験
８．調査データの統計処理と分析（アンケート集計）
９．調査データの統計処理と分析（推定、検定、分散分
析）
１０．調査データの統計処理と分析（多変量解析）
１１．計画における予測
１２．人口の予測
１３．経済の分析、計画における代替案の作成
１４．計画の評価
１５．計画における市民参加と社会実験

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

指定した教科書を事前に読んで予習をしておくこと（60
分）
授業終了後にはノートや演習問題を見直して復習をするこ
と（60分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当



2019-7060004013-01社会基盤計画学

辰巳　浩

◎社デ:A-1,B-3

1.社会基盤施設の種類や特性、計画策定の手順を理解できる　(A-1)

2.計画課題の発見・整理手法を理解できる　(A-1)

3.調査データと統計処理と解析の基本を理解できる　(B-3)

4.予測モデル作成の方法を理解できる　(A-1)

5.代替案の作成と評価方法を理解できる　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000223-01社会基盤の維持管理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

添田　政司

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　我が国においては、高度経済成長期に集中的に、道路、鉄
道、空港、大規模な橋梁やダムなどの社会基盤施設を整備して
きた。これらの施設を良好な状態で維持するために、構造物の
維持管理は重要な課題となっている。本講義では、社会基盤の
維持管理の現状と課題について概説するとともに、構造物の点
検の方法、劣化予測・評価の方法、補修・補強の方法などにつ
いて解説を行う。なお、担当教員は企業においてプレストレス
コンクリートの設計・施工に関する実務経験を有している。さ
らに、各自治体に対して構造物の維持管理に対してアドバイス
を行っていることから実務面に対しても講義を行う。毎回授業
の最後に小テストを実施するので予習をしておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンクリート構造物の維持管理の考え方が理解できること(知
識・理解)

コンクリート構造物の劣化問題に対処できること(知識・理解)

コンクリート構造物の点検方法が理解できること(技能)

コンクリートの劣化機構に対する対処方法が理解できること
(技能)

コンクリートの補修に対する考え方が理解できること(技能)

◎－－－　成績の評価基準および方法　－－－◎

評価方法は、定期試験６０％、平常点４０％（小テスト、中間
試験および授業態度）で評価する。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

テキスト：プリント配布
参考書：土木学会　コンクリート標準示方書「維持管理編」

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

コンクリート工学、鉄筋コンクリート

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

特になし

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．維持管理の現状について概説
２．維持管理の課題について概説
３．構造物の機能と性能の基本
４．一般的な維持管理の考え方
５．コンクリート構造物の劣化の症状としくみ
６．鋼構造物の劣化の症状としくみ
７．劣化機構の分類
８．中間試験
９．点検の種類と方法
１０．コンクリート構造物の点検の方法
１１．コンクリート構造物の劣化要因
１２．コンクリート構造物の劣化予測
１３．コンクリート構造物の補修設計
１４．コンクリート構造物の補修工法
１５．構造物のマネジメント

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

両コース：選択

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

シラバスを参照し、事前に専門用語の意味を理解しておく
こと（60分）。毎回授業の最後に小テストを実施するので
理解できなかったところを復習しておくこと（60分）。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Eに該当する



2019-7060000223-01社会基盤の維持管理

添田　政司

◎社デ:A-1,B-3

1.コンクリート構造物の維持管理の考え方が理解できること　(A-1)

2.コンクリート構造物の劣化問題に対処できること　(A-1)

3.コンクリート構造物の点検方法が理解できること　(B-3)

4.コンクリートの劣化機構に対する対処方法が理解できること　(B-3)

5.コンクリートの補修に対する考え方が理解できること　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060002093-01社会デザインとの出合い

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鈴木　慎也、江本幸雄・佐藤研一・柴田 久・辰巳 浩・村上 哲・渡辺 浩・渡辺亮一・坂田 力・橋本彰博・今泉暁音・伊豫岡宏樹・坂田智美・下妻達也・堤 香代子・櫨原弘貴・藤川拓朗・山田悠二・吉城秀治・池田隆太郎・大隣昭作・古賀千佳嗣・斉藤美穂・浜田晃規・林 義晃

◎－－－　講義の概要(目的と内容）　－－－◎

　本講義は、新入生を対象に実施する社会デザイン工学科の「初年
次教育科目」である。社会デザイン工学は英語でCivil Engineeringと
いわれるように、人々の生活や産業の基盤を作り、その生活を  に効
的に、安全にかつ快適にする環境づくりを目指しており、その歴史
も非常に古い。我が国では「インフラストラクチャー」整備がよう
やく成熟期に達しており、これまで以上にインフラストラクチャー
の管理や運営が重要となっている。またインフラストラクチャー事
業は到底一人で成し遂げられるものではなく、多様な専門性を持つ
一人ひとりが、それぞれの能力を最大限に発揮しつつもチームとし
て協働しながら進めていくことが不可欠である。
　本講義では、インフラストラクチャー事業にあたる組織の形態や
機能、影響を受ける地域や人々の特性、用地の取得、環境保全、な
らびに契約方式、海外事業への参画などについて、学科教員の実務
経験を踏まえつつ学習する。さらに、レポート・論文の書き方、プ
レゼンテーションの技法を身につけると同時にグループワークを通
したチーム力、協調性、リーダーシップ力などについて学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これから学ぶ社会デザイン工学の重要性を認 し、人に伝えることが
できる(態度・志向性)

計画的、継続的、自主的に学習を進める能 を養成できる(技能)

自ら問題を認 し、解決策を 出すことができる(技能)

社会問題や環境、資源、エネルギー問題を 解し、その解決策を議 す
ることができる(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　各回の講義に対する小テスト(またはレポート)をもとにインフラス
トラクチャ―事業に対する理解度を評価する。また少人数グループ
によるグループワークを通してチームワーク力・リーダーシップ力
を評価する。小テスト(またはレポート)(70%)とグループワーク(30%)
で評価する。なお、前者は達成目標1)に対応するものであり、別途実
施する社会基盤施設見学に対するレポート(10%)を含む。また後者に
ついては到達目標の2),3),4)に対応するものであり、それぞれ10%ずつ
(10:10:10)の割合で評価する。定期試験は行わない。特別な 由なしに
現場 学会を欠席した場合は単位を認めない。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：「インフラストラクチャー概論」中村英夫編著　日経BP社
　ISBN-978-4-8222-0063-3
参考書：「ようこそドボク学科へ！」佐々木葉監修　株式会社学芸
出版社　ISBN-978-4-7615-1349-8
「現代日本土木史第二版」高橋裕著　株式会社彰国社　
ISBN-978-4-395-04031-5
「土木工学概 」小西一郎監修　森北出版株式会社　ISBN-978-4‒627‒
45051-6

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

特になし

◎－－－　 オフィスアワー　－－－◎

FUポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　その他・必要な予備知 　－－－◎

開講期間内に現場見学会を実施する。その都合上、講義の内容は前
後する可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１． ガイダンス、－社会デザイン工学科で学ぶにあ
たって－(鈴木)
　２．ガイダンス、レポート・論文の書き方(鈴木)
　３．種々のインフラストラクチャーとその発展―ローマ
水道・利根川東遷・測量など―(鈴木)
　４．種々のインフラストラクチャーとその発展―琵琶湖
疏水・玉川上水・下水・橋梁・港湾など―(鈴木)
　５．インフラストラクチャー事業の実例―黒部ダム―
(鈴木)
　６．インフラストラクチャー事業の構想―鉄道事業・都
市開発などを通して―(鈴木)
　７．インフラストラクチャー事業の構想―小樽運河・東
海道新幹線などを通して―(鈴木)
　８．インフラストラクチャー事業の実例―青函トンネル
―(鈴木)
　９．インフラストラクチャーの事業化と事業主体―事業
主体の類型―(鈴木)
１０．インフラストラクチャーの事業化と事業主体―様々
な事業主体・手法―(鈴木)
１１．インフラストラクチャー事業の実例―瀬戸大橋―
(鈴木)
１２．インフラストラクチャーの建設(鈴木)
１３．グループワーク　－各研究室を訪ねてー(全員)
１４．グループワーク　－各研究室で学んだことー（鈴
木）
１５．ミニワークショップ　－現場 学会に向けてー（鈴
木）

◎－－－　URL　－－－◎

社会デザインとの出合いウェブサイト
(http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/suiri/infrastructure.htm)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・ 習）　－－－◎

　到達目標の達成のため、まず教科書、筆記用具、ノート
を必ず持参し、板書の内容を各自ノートに取りまとめてお
くこと。小テストに備え教科書・板書ノートをもとに復習
しておくこと。(予習60分・復習60分)

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

F, Hに該当（14台以前の受講生：G, H, Iに該当）



2019-7060002093-01社会デザインとの出合い

鈴木　慎也、江本幸雄・佐藤研一・柴田 久・辰巳 浩・村上 哲・渡辺 浩・渡辺亮一・坂田 力・橋本彰博・今泉暁音・伊豫岡宏樹・坂田智美・下妻達也・堤 香代子・櫨原弘貴・藤川拓朗・山田悠二・吉城秀治・池田隆太郎・大隣昭作・古賀千佳嗣・斉藤美穂・浜田晃規・林 義晃

◎社デ:B-2,C-4

1.これから学ぶ社会デザイン工学の重要性を認 し、人に伝えることができる　
(C-4)

2.計画的、継続的、自主的に学習を進める能 を養成できる　(B-2)

3.自ら問題を認 し、解決策を 出すことができる　(B-2)

4.社会問題や環境、資源、エネルギー問題を 解し、その解決策を議 することが
できる　(B-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000217-01情報処理演習「TC-a」（情報処理演習「TC-a」）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柴田　久、池田 隆太郎

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　高度情報化社会と呼ばれる今日、パソコンやインターネット
などの情報処理技術の習得は必要不可欠である。また社会基盤
整備を巡る様々な方策を考える際、多くのデータを整理し、そ
こに存在する法則性を把捉することは極めて有効な作業とな
る。これらの背景をうけ、本講義では、担当教員の上記作業に
関わる実務経験を活かしながら、パソコンならびにインター
ネット等の基礎知識、ワープロ(Word)、表計算ソフト(Excel)、
プレゼンテーションツール(Power Point)の基本的な操作法につ
いて学習する。さらに、統計的手法を用いたデータ分析とし
て、基本統計量の計算、相関分析、回帰分析、クロス集計など
の多変量解析の基礎について、実際にExcelを用いた演習を通
じて習得を目指す。毎回の演習内容に則した課題について期限
までにレポートを作成・提出することとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

パソコン、インターネット等の基礎知識が理解できる(知識・
理解)

Word、Excel、Power Pointの基本的な操作ができる(技能)

Excelを用いたグラフ表現および基本統計量の計算ができる(技
能)

Excelを用いた相関分析、回帰分析、クロス集計ができる(技能)

上記項目を通じて、統計的手法の有効性が理解できる(知識・
理解)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　課題(65%)、平常点(35%)により総合的に判断する。課題の内
容を理解したうえで、達成すべき条件を満足しているかを、各
課題で判断する。講義の終盤に実施する、講義内容の習得度確
認のための総合課題演習の評価を重視する。また、授業参加の
積極性・主体性などを平常点の判断基準とする。定期試験は行
わない。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書:石村貞夫・劉晨・石村友二郎著「Excelでやさしく学ぶ
統計解析2013」東京図書　2013年　2200円（税別）　
ISBN978-4-489-02166-4
参考書:白石修二著「例題で学ぶExcel統計入門（第2版）」森北
出版　2012年　1800円（税別）　ISBN978-4-627-84302-8

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

統計を修得しておくことが望ましい

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

特になし

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス:本演習の意義、情報処理技術に関する基礎知
識、分析ツールとしての統計手法の有効性に関する説明、
インターネットの活用方法
2 基礎演習①:文書作成、表・図の作成、編集、保存等
（Word）
3 基礎演習②:基本操作、データの並び替えおよび検索等
（Excel）
4 グラフ作成:グラフ表現による解析結果のビジュアル化／
時系列データの分析:3項・5項移動平均による変動分析
（Excel）
5 基礎演習③:プレゼンテーション技術の基本、発表資料の
作成（Power Point）
6 度数分布表とヒストグラム:データの分布傾向の把握
（Excel）
7 基本統計量の算出:分布の特性値（平均、分散、標準偏差
等）の計算（Excel）
8 相関分析:散布図と相関関係の把握（Excel）
9 回帰分析:回帰分析による予測（Excel）
10 確率分布:確率分布関数の図化、確率分布の数表作成
（Excel）
11 区間推定と差の検定:母平均の区間推定、平均の差の検
定（Excel）
12 クロス集計:クロス集計と独立性の検定（Excel）
13 総合課題演習①:テスト形式による習得度チェック
（Excel）
14 総合課題演習②:解答解説／応用演習:VBA（マクロ）の
基礎と活用（Excel）
15 まとめ:演習全体に関する総括

◎－－－　URL　－－－◎

講義支援ページ
(https://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃rikeda/index.htm)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回の演習内容に則した課題について期限までにレポート
を作成・提出し、かつ復習すること。次回学習予定の項目
について、教科書を予習しておくこと。予習６０分、復習
６０分が望ましい。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Cに該当
（14台以前の受講生：学習・教育到達目標のDに該当）



2019-7060000217-01情報処理演習「TC-a」（情報処理演習「TC-a」）

柴田　久、池田 隆太郎

◎社デ:A-2,B-1

1.パソコン、インターネット等の基礎知識が理解できる　(A-2)

2.Word、Excel、Power Pointの基本的な操作ができる　(B-1)

3.Excelを用いたグラフ表現および基本統計量の計算ができる　(B-1)

4.Excelを用いた相関分析、回帰分析、クロス集計ができる　(B-1)

5.上記項目を通じて、統計的手法の有効性が理解できる　(A-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000217-02情報処理演習「TC-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柴田　久、池田 隆太郎

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　高度情報化社会と呼ばれる今日、パソコンやインターネット
などの情報処理技術の習得は必要不可欠である。また社会基盤
整備を巡る様々な方策を考える際、多くのデータを整理し、そ
こに存在する法則性を把捉することは極めて有効な作業とな
る。これらの背景をうけ、本講義では、担当教員の上記作業に
関わる実務経験を活かしながら、パソコンならびにインター
ネット等の基礎知識、ワープロ(Word)、表計算ソフト(Excel)、
プレゼンテーションツール(Power Point)の基本的な操作法につ
いて学習する。さらに、統計的手法を用いたデータ分析とし
て、基本統計量の計算、相関分析、回帰分析、クロス集計など
の多変量解析の基礎について、実際にExcelを用いた演習を通
じて習得を目指す。毎回の演習内容に則した課題について期限
までにレポートを作成・提出することとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

パソコン、インターネット等の基礎知識が理解できる(知識・
理解)

Word、Excel、Power Pointの基本的な操作ができる (技能)

Excelを用いたグラフ表現および基本統計量の計算ができる (技
能)

Excelを用いた相関分析、回帰分析、クロス集計ができる (技能)

上記項目を通じて、統計的手法の有効性が理解できる(知識・
理解)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　課題(65%)、平常点(35%)により総合的に判断する。課題の内
容を理解したうえで、達成すべき条件を満足しているかを、各
課題で判断する。講義の終盤に実施する、講義内容の習得度確
認のための総合課題演習の評価を重視する。また、授業参加の
積極性・主体性などを平常点の判断基準とする。定期試験は行
わない。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書:石村貞夫・劉晨・石村友二郎著「Excelでやさしく学ぶ
統計解析2013」東京図書　2013年　2200円（税別）　
ISBN978-4-489-02166-4
参考書:白石修二著「例題で学ぶExcel統計入門（第2版）」森北
出版　2012年　1800円（税別）　ISBN978-4-627-84302-8

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

統計を修得しておくことが望ましい

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

特になし

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス:本演習の意義、情報処理技術に関する基礎知
識、分析ツールとしての統計手法の有効性に関する説明、
インターネットの活用方法
2 基礎演習①:文書作成、表・図の作成、編集、保存等
（Word）
3 基礎演習②:基本操作、データの並び替えおよび検索等
（Excel）
4 グラフ作成:グラフ表現による解析結果のビジュアル化／
時系列データの分析:3項・5項移動平均による変動分析
（Excel）
5 基礎演習③:プレゼンテーション技術の基本、発表資料の
作成（Power Point）
6 度数分布表とヒストグラム:データの分布傾向の把握
（Excel）
7 基本統計量の算出:分布の特性値（平均、分散、標準偏差
等）の計算（Excel）
8 相関分析:散布図と相関関係の把握（Excel）
9 回帰分析:回帰分析による予測（Excel）
10 確率分布:確率分布関数の図化、確率分布の数表作成
（Excel）
11 区間推定と差の検定:母平均の区間推定、平均の差の検
定（Excel）
12 クロス集計:クロス集計と独立性の検定（Excel）
13 総合課題演習①:テスト形式による習得度チェック
（Excel）
14 総合課題演習②:解答解説／応用演習:VBA（マクロ）の
基礎と活用（Excel）
15 まとめ:演習全体に関する総括

◎－－－　URL　－－－◎

講義支援ページ
(https://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃rikeda/index.htm)

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回の演習内容に則した課題について期限までにレポート
を作成・提出し、かつ復習すること。次回学習予定の項目
について、教科書を予習しておくこと。予習６０分、復習
６０分が望ましい。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Cに該当
（14台以前の受講生：学習・教育到達目標のDに該当）



2019-7060000217-02情報処理演習「TC-b」

柴田　久、池田 隆太郎

◎社デ:A-2,B-1

1.パソコン、インターネット等の基礎知識が理解できる　(A-2)

2.Word、Excel、Power Pointの基本的な操作ができる 　(B-1)

3.Excelを用いたグラフ表現および基本統計量の計算ができる 　(B-1)

4.Excelを用いた相関分析、回帰分析、クロス集計ができる 　(B-1)

5.上記項目を通じて、統計的手法の有効性が理解できる　(A-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000023-01都市計画

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

辰巳　浩

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　都市問題の発生を未然に防ぎ、都市を魅力ある空間として維
持し、更に成長・発展を図っていくためには、都市の中で行わ
れる活動を適性に誘導・コントロールする仕組みが必要であ
る。その仕組みを計画として示すものが都市計画である。
　本講義では、こうした都市計画の体系や制度およびその手続
きについて学習する。
　なお、本講義を担当する辰巳は、国、県、市町村が行う都市
計画策定業務において、指導的立場で数多く携わった実績を有
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

都市計画の体制とプロセスについて理解できる(知識・理解)

都市計画区域、市街化区域・市街化調整区域等について理解で
きる(知識・理解)

地域地区制度を理解できる(知識・理解)

都市施設計画を理解できる(技能)

市街地開発事業や地区計画について理解できる(知識・理解)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

（１）評価基準
上記到達目標を達成しているかを評価の基準とする

（２）評価方法
１) 定期試験
２) 中間試験
３) レポート
４) 最終評価=定期試験×0.6+中間試験×0.3+レポート×0.1

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：樗木武「都市計画」（森北出版）
ISBN978-4-627-49443-5

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

社会基盤計画学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルを参照のこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．都市の分類
２．密集建築物等の都市問題、都市計画の定義と体制（都
市計画の定義、上位計画）
３．都市計画の定義と体制（都市計画の内容・図書・決定
手続き・財源）
４．都市計画の手順と基本方針
５．建築物等の計画的立地のための都市計画区域等と区域
区分
６．地域地区による土地利用の計画と建築物等の規制（用
途地域、容積率・建ぺい率ほか）
７．地域地区による土地利用の計画と建築物等の規制（斜
線制限、特別用途地区、特定用途制限地域ほか）
８．中間試験
９．都市施設（道路）
１０．都市施設（公園・緑地）
１１．都市施設（供給・処理施設）
１２．建築物等の計画的誘導・開発のための市街地開発事
業（土地区画整理事業）
１３．建築物等の計画的誘導・開発のための市街地開発事
業（市街地再開発事業）
１４．建築物等の計画的誘導・開発のための地区計画
１５．海外の都市計画と都市計画論

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

指定した教科書を事前に読んで予習をしておくこと（60
分）
授業終了後にはノートや演習問題を見直して復習をするこ
と（60分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当



2019-7060000023-01都市計画

辰巳　浩

◎社デ:A-1,B-3

1.都市計画の体制とプロセスについて理解できる　(A-1)

2.都市計画区域、市街化区域・市街化調整区域等について理解できる　(A-1)

3.地域地区制度を理解できる　(A-1)

4.都市施設計画を理解できる　(B-3)

5.市街地開発事業や地区計画について理解できる　(A-1)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060000224-01防災・環境地盤工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

村上　哲、佐藤　研一

◎－－－　講義の概要　－－－◎

　私たちの暮らしは、常に自然との共存が求められている。地域や地
球環境変化を踏まえた地盤に関わる問題の対処法の創造がこれからの
社会には不可欠である。本講義では、自然環境の変化や地盤汚染対
策、環境負荷低減のための地盤工学技術について学ぶ。まず、都市や
周辺地域における地盤特性と気象条件の変化や地震がもたらす災害に
ついて学ぶ。特に、九州・沖縄地方の地域地盤特性と過去の災害につ
いて学修し、地域地盤防災に必要な知識を習得する。次に、私たちの
生活環境に密接に関係する地盤と地下水の汚染問題とその対策技術、
並びに、環境負荷低減のための新しい地盤技術について学ぶ。
このような地域が抱える環境問題解決のために、地盤工学を基本とし
た解決策を導き出すための知識と防災・環境保全技術の基本的な事項
を学び、地域地盤が抱える問題の解決策や環境に優しい循環型社会を
創出する提案力を身に着ける。
受講に際し予習・復習は必須である。講義の理解度を確認するための
演習問題を毎回提供する。
村上と佐藤は、国、県、市など公共機関における地盤工学的問題解決
に関わる指導的実務経験があり、地盤対策技術に関する民間機関との
共同研究の実施経験がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地盤力学及び地盤工学の基礎知識に基づいて地盤防災・環境保全の基
本事項を理解することができる。 (知識・理解)

地域地盤特性に基づいて地盤災害の発生要因と防止・低減技術を理解
し説明することができる。(知識・理解)

地域地盤特性に基づいてこれからの地域地盤防災について提案するこ
とができる。(技能)

地盤環境問題に関する環境基準および各種法令について説明すること
ができる。 (知識・理解)

土壌汚染問題とその解決方法について説明することができる。 (知
識・理解)

副産物・廃棄物の有効利用と地盤工学的問題について理解し、説明す
ることができる。 (技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　評価方法は、出席を重視するとともに、課題レポート（25%)、中間
試験(25%)、期末試験(50%)を目安として総合的に評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：使用しないが、配布する資料を基に講義を行なう。
基礎･応用地盤力学で使用した教科書を毎回持参すること。
参考書：全国77都市の地盤と災害ハンドブック,地盤工学会,丸善出版,
ISBN:4621084771,2012年.

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

基礎地盤力学・同演習、応用地盤力学・同演習、地盤工学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。　

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

基礎数学、力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～7　村上担当
１．九州・沖縄の都市の地盤と災害
　（福岡・北九州・大分）
２．九州・沖縄の都市の地盤と災害
　（長崎・佐賀・熊本）
３．九州・沖縄の都市の地盤と災害
　（鹿児島・宮崎・沖縄）
４．建設工事における地盤と災害事例と対策
５．地震時における地盤災害の事例と対策
６．豪雨時における地盤災害と事例と対策
７．地盤災害の防止・軽減技術

8～14　佐藤担当
８．地盤環境工学概論
９．地盤環境問題の環境基準と各種法令について
１０．土壌汚染の調査と対策技術
１１．副産物・廃棄物の有効利用と地盤工学的問題
１２．副産物・廃棄物の有効利用と環境コスト
１３．災害廃棄物について
１４．中間試験
１５．授業の総括と期末試験対策（村上・佐藤）

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

選択

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

基礎・応用地盤力学で使用した教科書を事前に読んでおく
こと（60分）。
授業終了後には、授業中に配布した資料、板書した内容や
演習問題を見直して復習をすること（60分）。



2019-7060000224-01防災・環境地盤工学

村上　哲、佐藤　研一

◎社デ:A-1,B-3

1.地盤力学及び地盤工学の基礎知識に基づいて地盤防災・環境保全の基本事項
を理解することができる。 　(A-1)

2.地域地盤特性に基づいて地盤災害の発生要因と防止・低減技術を理解し説明
することができる。　(A-1)

3.地域地盤特性に基づいてこれからの地域地盤防災について提案することがで
きる。　(B-3)

4.地盤環境問題に関する環境基準および各種法令について説明することができ
る。 　(A-1)

5.土壌汚染問題とその解決方法について説明することができる。 　(A-1)

6.副産物・廃棄物の有効利用と地盤工学的問題について理解し、説明すること
ができる。 　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060001023-01技術者倫理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

江本　幸雄、梁木 英寿、冨川 豊博、元永 優一

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　技術者とは、学習や実務経験を通して身に付けた知識を応用
して、行為の善悪、正不正に正しい判断を下しながら、人類の
利益のために自然の力を経済的に活用する方法を見出す知的専
門家と言える。
　この科目では、技術者倫理に関する基礎的知識を学んだ上
で、実践的な倫理能力を身に付けるために、外国および日本の
事例を調査･考察させるケース・スタディにも重点を置く。
　長年、公務員、建設業、建設コンサルタントに従事してきた
３名の実務経験者が、それぞれの立場から技術者倫理の重要性
について講義を行う。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

技術者倫理とは何かを説明できる(態度・志向性)

社会における技術者の責任の重要性が理解できる(態度・志向性)

技術者倫理が問われた事例を挙げて説明できる(態度・志向性)

土木学会の「土木技術者の倫理規定」が理解できる(態度・志向
性)

日本技術士会の「技術士倫理綱領」が理解できる(態度・志向性)

今、技術者倫理を問われている場合か、どうすべきかを自分の
頭で判断できる(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　成績は、レポート・演習（30％）および定期試験（70％）を
目安として総合的に評価する。

◎－－－　教科書　－－－◎

テキストは6～10の講義で使用する。
土木学会　『土木技術者倫理問題』―考え方と事例解説Ⅱ[改訂
版]―　（2017、土木学会）ISBN978-4-8106-0939-4、1500円
必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

比屋根　均著「技術の知と倫理」（理工図書）　ISBN
978-4-8446-0793-9
土木教育委員会倫理教育小委員会編、「土木技術者の倫理」－
事例分析を中心としてー（2002、土木学会）　ISBN
978-4-8106-0449-8
中村収三「実践的工学倫理」―みじかく、やさしく、役にた
つー(2003、化学同人)　ISBN 978-4-7598-0931-2
佐伯　昇/松本泰治編著「技術倫理ー日本の事例から学ぶ」
（2006、丸善）ISBN978-4-621-07751-1

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ＦＵポータルのオフィスアワーを参照のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス【担当：江本】
1～5　公務員としての技術者倫理【担当：梁木】
　1.公務員の業務と技術者倫理とのかかわり（技術者倫理
とは何か）
　2.技術者が都市を創り、街を動かして行くとはどういう
事か（社会での技術者の責任）
　3.今習っている授業が、社会に出てどのように使われて
いくのか（技術の善悪、正不正の判断）
　4.社会に出るとどの様なことに脅かされ、誘惑があるの
か（事例1　過去の事故や具体的事例）
　5.自分の身を守る方法、技術者倫理の活かし方、今後の
技術方向（事例2　法律面での分析等）
6～10　建設業としての技術者倫理【担当：冨川】
　6.ゼネコンの仕事
　7.土木技術者の倫理1
　8.土木技術者の倫理2
　9.施工に関する事例紹介
　10.説明責任に関する事例紹介
11～15　 コンサルタントとしての技術者倫理【担当：元
永】
　11.「技術士倫理綱領」の説明
　12.倫理を必要とするのはなぜか？
　　①公衆利益について　②持続可能性の確保
　13.倫理を実践するために何が必要か？
　　①有能性の確保　②真実性の確保　③公正かつ誠実な
履行
　14.倫理を保持するために何が必要か？
　　①秘密の保持　②信用の保持　③相互の協力
　15.倫理を維持するために何が必要か？
　　①法規の遵守等　②継続研鑚

　

◎－－－　必修･選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

日頃から技術者倫理に係わる報道に関心を持ち、自分の頭
で考えるとともに他人の意見も聞く姿勢を持っていただき
たい。（予習、復習各60分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Bに該当



2019-7060001023-01技術者倫理

江本　幸雄、梁木 英寿、冨川 豊博、元永 優一

◎社デ:C-1

1.技術者倫理とは何かを説明できる　(C-1)

2.社会における技術者の責任の重要性が理解できる　(C-1)

3.技術者倫理が問われた事例を挙げて説明できる　(C-1)

4.土木学会の「土木技術者の倫理規定」が理解できる　(C-1)

5.日本技術士会の「技術士倫理綱領」が理解できる　(C-1)

6.今、技術者倫理を問われている場合か、どうすべきかを自分の頭で判断でき
る　(C-1)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060004015-01地盤工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　研一、村上 哲

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

本講義は、これまでに学んだ地盤力学の基礎知識を統合化し
て、社会基盤を支える地盤の設計・施工・維持管理のシーンで
活用する技術を習得する。
講義内容は、①道路（特にアスファルト舗装）設計、維持管
理、②地盤の液状化、軟弱地盤の沈下と変形と2つの問題を題
材とし、そのメカニズムについて基礎地盤力学と応用地盤力学
で学んだ基礎知識を用いて紐解き，メカニズムに基づいた設
計、施工、維持管理の考え方を習得し、地盤に関する問題の俯
瞰力・応用力を養うよう構成されている。
　各題材では、実務と結び付け、理解を深めるために、公共機
関や学会の委員会・研究・調査活動等で携わった事例を紹介す
る。また、ゼネコンにて都市土木と技術研究所での勤務経験を
生かして実務との関連性について詳細に解説する。
　受講に際し予習・復習は必須である。講義の理解度を確認す
るための演習問題を毎回提供する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地盤力学の基礎知識に基づいて地盤構造物の設計・施工・維持
管理の手法を理解することができる。 (知識・理解)

道路の設計、維持管理を理解することができる。 (技能)

地盤の液状化、軟弱地盤の沈下と変形のメカニズムを理解し、
有効な対策工を選定することができる。 (技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

成績評価基準は，”受講生が達成すべき到達目標”に対する理
解度により評価する。
評価方法は、出席を重視するとともに、
佐藤担当分
中間試験(25%)、期末試験(25%)
村上担当分
講義ごとの小テスト(25%)、期末テスト(25%)
を目安として総合的に評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：使用しないが、配布する資料を基に講義を行なう。
基礎･応用地盤力学で使用した教科書を毎回持参すること。

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

基礎地盤力学・同演習
応用地盤力学・同演習

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。　

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

基礎数学、力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～7　佐藤担当
1．舗装の歴史
2．土の締固め特性（土の締固め特性を知る)
3．土の締固め特性（路盤材と修正CBR試験について）
4．アスファルト舗装の設計法（舗装厚の設計法）
5．アスファルト舗装の設計法（アスファルトの性状と材
料選択・舗装構成について）
6．道路の維持管理方法
7．中間テスト

8～14　村上担当
8．地震時における地盤と構造物の問題
9．土の動的性質
10. 地盤の動的問題
11.地震による地盤の液状化 と対策
12.地震による造成地盤の滑動崩落と対策
13.地震による擁壁構造物の倒壊と対策
14.地域地震地盤災害防止のための取組み

15．授業の総括と期末テスト対策（佐藤・村上）

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習）　－－－◎

基礎・応用地盤力学で使用した教科書を事前に読んでおく
こと。(30分)
授業終了後には、授業中に配布した資料、板書した内容や
演習問題を見直して復習をすること。(90分)

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当



2019-7060004015-01地盤工学

佐藤　研一、村上 哲

◎社デ:A-1,B-3

1.地盤力学の基礎知識に基づいて地盤構造物の設計・施工・維持管理の手法を
理解することができる。 　(A-1)

2.道路の設計、維持管理を理解することができる。 　(B-3)

3.地盤の液状化、軟弱地盤の沈下と変形のメカニズムを理解し、有効な対策工
を選定することができる。 　(B-3)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060002095-01景観デザイン論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

柴田　久

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

　本講義ではオープンスペース、水辺、街路、都市計画等を対
象領域とした景観デザインの基礎知識や地方都市活性化に向け
た着眼点、そのための具体的な方法論の習得を目指す。ここで
は担当教員の上記に関わる実務経験を活かし、魅力ある空間づ
くりに向けた景観デザインならびにコミュニティー・デザイン
の事例や実務、現状等について解説、トレース、ランドアート
演習などを通じたデザイン能力の実践的育成を目指す。なお指
定した教科書の予習ならびに講義内での演習内容等、各自十分
な復習を行っておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

景観に対する見方・考え方、及び具体的なデザイン方法論の基
礎を述べることができる (知識・理解)

今日の実務上の問題を把握し、景観デザイン、コミュニ
ティー・デザインに対する実践的な課題を述べることができる
(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

定期試験(50%)、講義中のデザイン演習(30%)、講義中のレポー
トおよび講義態度などの平常点(20%)の60点以上を合格とす
る。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

教科書：柴田久「地方都市を公共空間から再生する」学芸出版
社ISBN978-4-7615-2660-3　
参考書：小林一郎監修・風景デザイン研究会著「風景のとらえ
方・つくり方」共立出版ＩＳＢＮ978-4-320-07699-0

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

「建設景観学」を修得しておくことが望ましい

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

特になし

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス　:本講義の内容と留意点を概説
２．オープンスペースのデザイン（１）　:国内外におけ
る景観デザインの事例解説
３．オープンスペースのデザイン（２）　:景観デザイン
実務の事例解説
４．水辺のデザイン（１）　:港湾や海岸等における景観
デザインの事例解説
５．水辺のデザイン（２）　:河川や架橋される橋等に関
わる景観デザインの事例解説
６．街路・道路のデザイン　：都市内の街路や道路におけ
る景観デザインの事例解説
７．景観デザイン演習（１）　:トレース入門
８．コミュニティ・デザイン・景観まちづくりの方法とプ
ロセス、景観法、海外での仕事について
９．河川等の景観整備と防災との関係性について
１０．デザイン表現とプレゼンテーション　:ダイアグラ
ム、色彩、構成など
１１．景観デザイン演習（２）　:カラトラバのスケッチ
演習など
１２．歴史まちづくりについて／景観デザイン演習（３）
　:ランドアートの解説と演習課題の説明
１３．景観デザイン演習（４）　:ランドアートの作成
１４．景観デザイン演習（５）　:プレゼンテーション、
講評会
１５．地方都市活性化にむけた景観デザインの有効性、海
外のデザイン教育と景観事例－

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

2014年度以前入学者：必修
2015年度以降入学者：選択

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

到達目標の達成のため、教科書等による次回の学習範囲
や、分からない部分の質問等も含む復習等が十分になされ
ることが求められる。予習６０分、復習６０分が望まし
い。

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Eに該当



2019-7060002095-01景観デザイン論

柴田　久

◎社デ:A-3,C-2

1.景観に対する見方・考え方、及び具体的なデザイン方法論の基礎を述べるこ
とができる 　(A-3)

2.今日の実務上の問題を把握し、景観デザイン、コミュニティー・デザインに
対する実践的な課題を述べることができる 　(C-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060003003-01環境アセスメント

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

樋口　壯太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　環境アセスメントは1980年から事業の前提として実施されは
じめた。このため、その歴史はまだ浅いが環境と共生した事業
および住民参加型事業が求められる現在、事業プロセスとして
ますます重要な位置づけとなっている。本講義ではまず環境ア
セスメント制度の意義と経過およびその概要について学習す
る。次に環境アセスメントの対象となる事業の事業概要の把握
と環境要素の抽出方法について学習する。その後、環境調査手
法、環境要素の予測・評価方法についての学習を行う。これら
の学習を通して様々な事業に対してその事業が環境にどのよう
な影響を与え、どのような保全対策が必要なのかを理解できる
力を養う。担当教員は建設コンサルタント勤務時代に環境アセ
スメントを担当した経験を有する。その経験から社会デザイン
学科出身学生が主に担当すると考えられる水質と騒音の予測・
評価に重点をおいて演習により、即戦力となるための基礎的実
力を養う。
毎回、講義終了後に小テストを実施するので配布資料ならびに
講義を集中して見聞きすること。また復習を行うこと。予習は
講義終了後に次回の講義内容を説明するので関連する内容につ
いて予習しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域の実情を把握し、その地域の特性を活かした環境保全計画
が立てられるようになる。(態度・志向性)

開発に伴う水質予測ができ、その評価を行うことができる。(態
度・志向性)

建設工事や開発に伴う、騒音予測と対策ができるようになる。
(態度・志向性)

環境基準と排水基準等の関係を理解し、環境保全の意義を理解
できるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

小テスト（原則として毎回実施）（50％）、定期試験（50％）
を目安として総合的に評価する。

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

環境アセスメントは総合的応用科目であるため、地域環境工
学・地球環境工学・環境水理学・地盤環境工学・廃棄物工学・
環境法規・基礎水理学等を良く理解しておくこと。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

テキスト：第1回講義時にテキスト（全講義PPT)を配布する。
参考書：大気・水・環境負荷の環境アセスメントⅡ（環境省環
境影響評価課編）、面整備事業環境影響評価技術マニュアル
（環境省都市局/ぎょうせい）、環境アセスメントマニュアル
（環境アセスメント協会）
　上記参考書の他、環境省、環境アセスメント協会から関連法
を含む参考資料が出されているので参考にすると良い。

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

必修（14台以前の受講生　建設デザインコース：必修、社会デ
ザインコース：選択）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．環境アセスメント制度の概要
２．事業概要の整理とインパクトマトリックスの作成
３．環境調査手法
４．水文調査
５．環境基準と環境保全目標
６．水質調査
７．水質予測評価その１
８．水質予測評価その２
９．騒音予測評価
１０．有害物質と環境
１１．施設建設に係る合意形成
１２．リスクコミュニケーション
１３．戦略的環境アセスメント
１４．環境アセスメントの実例
１５．総括

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

FUポータルのオフィスアワーを参照のこと。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・講義テキストを配布するので予習しておくこと。（30
分）
・小テストを行い、翌週に採点、配布し、解説をするので
復習しておくこと。（30分）

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Ａに該当



2019-7060003003-01環境アセスメント

樋口　壯太郎

◎社デ:C-6

1.地域の実情を把握し、その地域の特性を活かした環境保全計画が立てられる
ようになる。　(C-6)

2.開発に伴う水質予測ができ、その評価を行うことができる。　(C-6)

3.建設工事や開発に伴う、騒音予測と対策ができるようになる。　(C-6)

4.環境基準と排水基準等の関係を理解し、環境保全の意義を理解できるように
なる。　(C-6)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7060004171-01構造・材料・地盤実験「（再）　【14台以前】」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

村上　哲、藤川　拓朗、櫨原　弘貴、山田　悠二、坂田　智美、古賀　千佳嗣

◎－－－　講義の概要（目的と内容）　－－－◎

本科目は、土木技術者として必要な知識であって講義では会得しにくい事象を自らの目
で確かめるために水理・環境実験に引き続き開講されるものである。授業に出席する前
の実験内容の予習、実験終了後の復習は必ず行うこと。
　実験は以下の３分野で構成されている。

Ⅰ．材料分野
　建設構造物の設計施工を行う際は、使用する材料の力学的性質、耐久性などの諸性質
を実験により十分に把握することが重要であり、これらの材料試験の結果が建設工事の
成否に大きな影響を及ぼす。本実験では、まずコンクリートの打設に必要な材料の物理
的性質を把握し、さらに、その数値を用いてコンクリートの配合、打設および強度試験
を実施する。

Ⅱ．地盤分野
　現場の土質調査や設計および施工を行う場合、土質定数の決定が必要不可欠である。
地盤実験では、これらの土質定数を決定するための地盤試験を行い、複雑な地盤の性状
および土質特性を把握することを目的としている。さらに、これらの実験を通して基
礎・応用地盤力学の講義で習得した内容の理解力を高める。

Ⅲ．構造分野
コンクリートおよび土で構成された構造体に対する安定性および変形性状を実験により
確かめるとともに、コンクリートや土の土木材料が構造体として働く機能について理解
することを目的とする。

　村上、櫨原、藤川は、自治体等公共機関における地盤工学的、材料・構造的問題解決
に関わる指導的実務経験があり、土木学会、地盤工学会等において構造・材料・地盤実
験に関わる指導書と報告書を執筆する経験を有する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の目で現象を理解することができる。 (知識・理解)

実験を通じて講義で習得した知識を深めることができる。 (知識・理解)

測定値の統計的処理、整理方法について理解することができる。(知識・理解)

実験結果を考察する能力を養い、報告書を作成することができる。(技能)

材料の基本的な性質を実験により把握することができる。 (知識・理解)

地盤の性質および土質定数を得るための手法を習得することができる。(知識・理解)

土木材料が構造体として働く機能について理解することができる。(知識・理解)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

材料分野、地盤分野、構造分野に全て出席し、レポートを全て提出した者に対して成績
判定を行う。その際に、実験の目的および内容を十分理解し、ある程度の精度をもつ結
果が得られ、かつ、実験結果を十分検討したものかどうかで採点する。
　各分野それぞれ100点満点で評価し、合計して100点満点に換算する。３分野合格しな
ければ、単位は認められない。なお、ソイルタワーコンテスト（土構造物の強さを競う
コンテスト）は、班に分かれて実施し、順位に応じた評価を行う。

◎－－－　教科書・参考書　－－－◎

Ⅰ．材料分野
　「土木材料実験指導書　2017年改訂版」
　【著者名】土木学会コンクリート委員会土木材料実験指導書編集小委員会
　【発行所】公益社団法人土木学会　【発行年】2017年2月
　【価格】1,500円（税別）　【ISBN】978-4-8106-0890-8

Ⅱ．地盤分野
　「土質試験　-基本と手引き-　（第二回改訂版）」
　【著者名】公益社団法人地盤工学会　
　【発行所】丸善出版（株）　【発行年】2010年3月
　【価格】1,600円（税別）　【ISBN】978-4-88644-084-6

Ⅲ．構造分野
　資料を配布する

◎－－－　修得しておくべき科目　－－－◎

建設材料学、コンクリート工学、基礎地盤力学、応用地盤力学

◎－－－　オフィスアワー　－－－◎

ポータルのオフィスアワーを参照のこと。　

◎－－－　その他・必要な予備知識　－－－◎

実験中は作業服、靴を必ず着用すること。服装に不備がある場合受講を認めない。実験
によっては危険を伴うものもあるので、実験で使用する器具以外の機械類にはさわらな
い。また、器具は丁寧に扱い、器具類は破損しないように注意し、安全に留意する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

担当：村上・藤川・櫨原・山田・坂田・古賀

１. ガイダンス

２.～１５. 実験（２グループに分かれて実施）

　　Ⅰ．材料分野
　　　１）コンクリートの配合設計・コンクリート梁の設
計
　　　２）フレッシュコンクリート1　材料準備
　　　３）フレッシュコンクリート2　性状試験
　　　４）コンクリート1　供試体作製
　　　５）コンクリート2　力学試験

　　Ⅱ．地盤分野
　　　１）土粒子の密度試験・粒度試験
　　　２）透水試験 　
　　　３）圧密試験
　　　４）締固め試験
　　　５）一軸圧縮試験

 　Ⅲ．構造分野
　　　１）コンクリート梁1　供試体準備
　　　２）コンクリート梁2　耐荷力試験
　　　３）ソイルタワーコンテスト1　試料作製
　　　４）ソイルタワーコンテスト2　載荷試験

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

両コース：必修

◎－－－　JABEEの学習・教育到達目標　－－－◎

Dに該当

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・指定した教科書を事前に読んでおくこと。次回の実験範
囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。（60
分）
・授業終了時に示す課題についてレポートを作成するこ
と。 （60分）



2019-7060004171-01構造・材料・地盤実験「（再）　【14台以前】」

村上　哲、藤川　拓朗、櫨原　弘貴、山田　悠二、坂田　智美、古賀　千佳嗣

◎社デ:A-1,B-3

1.自分の目で現象を理解することができる。 　(A-1)

2.実験を通じて講義で習得した知識を深めることができる。 　(A-1)

3.測定値の統計的処理、整理方法について理解することができる。　(A-1)

4.実験結果を考察する能力を養い、報告書を作成することができる。　(B-3)

5.材料の基本的な性質を実験により把握することができる。 　(A-1)

6.地盤の性質および土質定数を得るための手法を習得することができる。　
(A-1)

7.土木材料が構造体として働く機能について理解することができる。　(A-1)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-7070000201-01意匠論Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

趙　翔

◎－－－　概要　－－－◎

建築家ウィトルウィウスは、その不世出の作品『建築論』の中で、
建築の「強さ(firmatis)」・「用(utilitas)」・「美(venustas)」という三
要素を提起した。これは歴史的でありながら現代社会の共通認識で
もある建築概念である。実際の建築物にとって、この三要素はそれ
ぞれ役割があり、どれかを無視したり弱めたりすることはできな
い。「強さ」、「用」の問題を解決するには技術、「美」の問題を
解決するには芸術が必要である。「術」は「方法」のもう一つの表
現である。例えば、医術や料理術はそれぞれ体の健康問題や飲食問
題を解決するための方法であると同じように、芸術は美の問題を解
決する方法である。
　芸術のカバー範囲は非常に広く、私たちの感覚反応を引き起こす
すべてのものが芸術である。本講義の内容は建築のかたちに関係す
る範囲に限られる。点、線、面とボリュームというかたちの基本要
素と輪郭、空間形状の限定、空間形状の構成及び秩序などの意匠手
法を学ぶ。また、建築「美」の問題を解決するための知識は幅広い
運用性があり、建築物のみならず、私たちの生活の各方面にも役に
立つ。
本科目の担当教員は授業の内容に合わせて、自身の設計実務経験を
取り入れ、事例などを使って意匠の知識と実際の建築設計との関係
を解説する。
自ら進んで学ぼうとする積極的な姿勢で履修することが何よりも大
切である。また、日々の生活から建築に関する問題を発見しておく
ことも必要である。多視点（文字、図表、写真）の方式を使ってそ
の内容を解説するが、講義はスライド形式で進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) かたちの基本的な要素が理解できる。(技能)

(2) 物のかたちやかたちと空間の基礎知識が理解できる。(技能)

(3) かたちの構成、尺度と秩序の基本方法が理解できる。(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。テキストの代わりにプリントをその都度配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「かたちのデータファイル」　　　　　　（彰国社）
「建築のかたちと空間をデザインする」　　　 　（丸善）
「ル・コルビュジェ－理念と形態」　　　 （鹿島出版）
「建築意匠講義」 　　　　　　　　　（東京大学出版会）
「ARCHITECTURE:FORM・SPACE & ORDER」(Nostrand Reinhold ）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、確認するため
に、予習復習(60分)が不可欠である。授業では小課題や小テストを実
施することでそれをチェックする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義中に配布する資料等は、繰返し取り上げるのでファイルして大
切に保管すること。
色鉛筆（４色以上）は、各自で準備し，持参すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

期末試験及び毎回授業後に実施する小課題の内容から評価する。小
課題は到達目標の達成度と授業進行状況を把握する根拠であり、成
績評価に占めるウエイトは35％である。期末試験を65％として評価
する。評価の目安はおおよそ、到達目標(1)が35％、(2)が30％、(3)が
35％である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.かたちの基本的な要素１:点、線、面とヴォリューム
02.かたちの基本的な要素２:点、線、面とヴォリューム　
03.物のかたち１:輪郭、規則、不規則、変形の紹介・説明
04.物のかたち２:引き算・足し算的なかたち、幾何学、分
節化
05.物のかたちと空間１:水平と垂直要素による空間の限定
06.物のかたちと空間２:囲い込み、光
07.物のかたちと空間３:開口、景観
08.空間かたちの組合１:組合関係、互いに貫入、接近して
置かれ
09.空間かたちの組合２:求心的な、放射状的な手法
10.物のかたち移動空間１:通過空間の移動、移動要素、建
物向き道路の紹介・説明
11.物のかたち移動空間２:入口、道と空間の関係、移動空
間のかたち
12.プロポーションとスケール１:材料の比例、比例システ
ム、黄金分割
13.プロポーションとスケール２:コントロール線、人体比
例、視覚尺度
14.かたちの秩序１:軸線、対称、等級
15.かたちの秩序２:基準、リズム、重複、変換

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコース
の学習・教育到達目標の主としてC-１に関連する。
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趙　翔

◎建築総合ｺ:B-1

1.(1) かたちの基本的な要素が理解できる。　(B-1)

2.(2) 物のかたちやかたちと空間の基礎知識が理解できる。　(B-1)

3.(3) かたちの構成、尺度と秩序の基本方法が理解できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。

◎建築設・計:B-1

1.(1) かたちの基本的な要素が理解できる。　(B-1)

2.(2) 物のかたちやかたちと空間の基礎知識が理解できる。　(B-1)

3.(3) かたちの構成、尺度と秩序の基本方法が理解できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000201-01意匠論Ⅱ

趙　翔

◎建築構造ｺ:B-1

1.(1) かたちの基本的な要素が理解できる。　(B-1)

2.(2) 物のかたちやかたちと空間の基礎知識が理解できる。　(B-1)

3.(3) かたちの構成、尺度と秩序の基本方法が理解できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070001009-01技術者倫理

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概  　要　－－－◎

　技術者倫理の基本的な考え方を心理・法・倫理・科学技術の 四
つの立場から分かりやすく解説する。
　不祥事を生む土壌、不祥事をどのように防ぐか、さらに科学技術
がかかわるさまざまな事故の事例を取り上げながら、社会条件の違
いや組織と個人の関係における日本の社会システムの実情を踏ま
え、技術者の倫理とは何かを説明する。4年間で学習する建築学全
体のカリキュラムを考慮しながら、技術者倫理の必要性と重要性を
理解する。
　なお、建築学科の学習・教育到達目標「Ｃ－ ５：チームで仕事
をするための能力」を養成することを目的として、６回程度グルー
プワークを基本にした授業を取り入れることを予定している。
　建築の組織設計事務所での実務経験を活かして、社会で求められ
ている建築技術者の倫理観を踏まえて講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)倫理教育の必要性および倫理綱領と法令の関係が理解できる。
(態度・志向性)

(2)建築専門家の倫理と説明責任が理解できる。(態度・志向性)

(3)チームで仕事をするための能力が身についた。(態度・志向性)

◎－－－　テキスト　－－－◎

植村修一：不祥事は、誰が起こすのか，日本経済新聞出版社，定価
（本体850円＋税）ISBN978-4-532-26261-7
演習資料については授業前にMoodleで公開する。

◎－－－　参考書　－－－◎

藤本温編著：技術者倫理の世界（第3版），森北出版，2013年，定
価（本体1900円＋税）　ISBN ISBN978-4-627-97303-9
関連する参考書や参考文献の紹介を講義中に行う。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

小課題に対してテキストを参考に自分の考えを求める。
各講義の後半に小課題を与えて解答を求める。限られた時間内で小
課題を解答する上で、各講義の内容を十分理解しておくことが必要
となるので、予習・復習など自己学習が不可欠である（60分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　技術者の倫理に係わる具体的な事例等の学習資料を講義前（講義
の行われる前の週末）に示すので、一読しておくことが要求され
る。
　グループワークは、教員が準備した設問に対し、１０人程度が１
グループを構成し、グループワークにより回答を導き出し、結果を
各グループごとに発表する。終了後、小課題に各人がグループワー
クに対して果たした役割や、他人や自分との考え方の違いをどうま
とめたかなどを記述して提出する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、到達目標(1)35％、(2)35％、(3)30％を目安とし、各
到達目標の達成度を測るための小課題を30％、中間試験と期末試験
を70％とする。小課題は各講義の要点をまとめる問題とし、中間試
験と期末試験は全体的な総合問題とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】　概要：建築教育の中での技術者倫理の位置づけと
その範囲について説明する。
【2】　法令と倫理規定：建築学会、建築家協会、構造技
術者協会、建設業協会などの倫理規定と建築専門職にかか
る法令の要点を説明する。
【3】　組織と技術者の関係：事例を基にで議論して、各
チームで意見をまとめる。
【4】　グループワークの結果を発表し、成果を提出す
る。
【5】　不祥事を生む土壌：事例を基にグループで議論し
て、各チームで意見をまとめる。
【6】　グループワークの結果を発表して、成果を提出す
る。
【7】　組織としての落とし穴：事例を基にグループで議
論し、各チームで意見をまとめる。
【8】　中間試験：１回～7回までのまとめとそれに関係す
る問題を理解する。
【9】　技術者の資格：専門職としての技術者の責任と資
格について説明する。
【10】　「落とし穴にはまらないようにするには」：事例
を基にグループで議論して、各チームで意見をまとめる。
【11】　グループワークの結果の発表
【12】　法とモラルの関係：法的責任とモラル領域の責任
について理解する。
【13】　不祥事防止のための方策：事例を基にグループで
議論し、各チームで意見をまとめる。
【14】　説明責任：技術者としての説明責任の重要性を理
解する。
【15】　1回から14回のまとめとしての課題提出と評価。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに掲載されている建築学科の学習・教育
到達目標のＡ－２、Ｃ－５に関連する。



2019-7070001009-01技術者倫理

吉澤　幹夫

◎建築:C-2,C-3

1.(1)倫理教育の必要性および倫理綱領と法令の関係が理解できる。　(C-2)

2.(2)建築専門家の倫理と説明責任が理解できる。　(C-2)

3.(3)チームで仕事をするための能力が身についた。　(C-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000178-01建築基礎構造

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概  　要　－－－◎

　基礎工学は建物の基礎構造及びそれを支持する周辺地盤の工学
的問題を扱う。一般に建物の基礎構造や地盤の中の現象を肉眼で
認識することができないのであまり注視する機会がないが、建物
にとっては最も重要な部分である。地盤を構成する土の性質を如
何に理解するか、建物の重量を安全に地盤に伝達するにはどのよ
うな基礎構造を構築すればよいのか、常時作用している鉛直方向
の力とともに地震や台風などにより建物に作用する水平方向の力
に対してどのように抵抗するのか、斜面地形や軟弱地盤に建物を
安全に支持させる方法などを、主として地盤工学や建築構造学の
応用として学習する。
　建築の組織設計事務所での構造設計と監理の実務経験を活かし
て、建築基礎構造の設計と施工の実践的な内容に基づいて講義を
行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)地盤工学の基礎的な理論を説明できる。(B-1)(技能)

(2)建築基礎構造の設計原理と施工方法を説明できる。(B-1)(技能)

(3)敷地地盤と建築物に相応しい基礎構造を選定できる。(B-1)(技
能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

山肩邦男、永井興史郎、冨永晃司、伊藤淳志：建築基礎工学、朝
倉書店、2009年、定価（本体3800円＋税）、ISBN4-254-26626-X
C3052

◎－－－　参考書　－－－◎

日本建築学会：建築基礎構造設計指針　ISBN 978-4-8189-0530-6
日本建築学会：建築基礎設計の地盤調査計画指針　ISBN
978-4-8189-0587-0
その他、関連図書が工学部図書館に多数所蔵されているので大い
に活用されたい。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各講義の後半に小課題を与えて解答を求める。限られた時間内
で小課題を解答する上で、各講義の内容を十分理解しておくこと
が必要である。予習では指定した教科書を事前に読んで理解に努
め、復習では小課題と講義内容の理解に努めること（60分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ⅰ）各種構造の基本的な構成と構法・材料・力学的知識
ⅱ）敷地・地盤・周辺環境に関する常識
ⅲ）地学・地理学などの物理的理解
を理解していることが重要なので、本科目に関連の深い建築構造
概論，建築構法、鉄筋コンクリート構造の基礎、構造力学など建
築構造に関する基礎的初歩的な知識と情報を習得していることが
前提となる。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、到達目標（１）35％、（２）35％、（３）30％を
目安とし、到達目標の達成度を測るための小課題を30％、中間試
験と定期試験を70％とする。小課題は各講義の要点をまとめる問
題とし、中間試験と定期試験は全体的な総合問題とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】敷地・地盤・環境などの条件：建築物を建てるため
の建設条件を理解する。
【2】立地条件と地盤調査法：建築基礎構造を設計するた
めの地盤条件を理解する。
【3】地盤を構成する土の性質と特性：土の性質を土質力
学の手法により理解する。
【4】土の圧縮性とせん断強さ：土の強度と変形の発生条
件を粒状構造から基本特性を理解する。
【5】地盤の支持力と沈下：建築基礎の支持条件と沈下現
象のメカニズムを理解する。
【6】地中応力：地表面に作用する荷重による地中の応力
分布を理解する。
【7】中間試験：1回～6回までの復習。
【8】基礎構造の設計計画：地盤条件に適合した基礎構造
の設計計画の概要を理解する。
【9】直接基礎の設計(1)：直接基礎の種類と鉛直支持力を
理解する。
【10】直接基礎の設計(2)：直接基礎の根入部水平抵抗機構
とフーチングの設計原理を理解する。
【11】杭基礎の設計(1)：杭基礎の種類と鉛直支持力を理解
する。
【12】杭基礎の設計(2)：杭の水平抵抗と地震時の反力・変
形・応力状況を理解する。
【13】擁壁・山留・根切の設計：建築施工の地業の概要と
擁壁などの土圧・水圧の作用を理解する。
【14】地震時の基礎及び地盤の性状：基礎構造の耐震設計
の基本を理解する。
【15】基礎構造の歴史：基礎構造の歴史的変遷について理
解する。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目は建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
B-2に関連する。



2019-7070000178-01建築基礎構造

吉澤　幹夫

◎建築:B-1

1.(1)地盤工学の基礎的な理論を説明できる。(B-1)　(B-1)

2.(2)建築基礎構造の設計原理と施工方法を説明できる。(B-1)　(B-1)

3.(3)敷地地盤と建築物に相応しい基礎構造を選定できる。(B-1)　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070001004-01建築構造概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概  　要　－－－◎

　建築物を具体的に実現させるためには建築構造の仕組みを理解
する必要がある。様々な建築空間や建築物の形態を建築デザイン
に生かすためには、空間が安全であることを保証できる判断材料
に基づいて設計することが前提となる。この判断材料を建築構造
関連の科目で学ぶことになる。４年間の建築専門教育の中で建築
構造がどのような位置付けでどのように学習していくか、その学
習のガイドと全体像について、現実の建築の実態と設計上の扱い
方に関して理解することを目的としている。
　建築の総合設計事務所での構造設計と監理の実務経験を活かし
て、できるだけ実際の建築物の構造を事例として上げて講義を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築における構造の全体的な構成や仕組みを説明できる。
(A-3)(知識・理解)

(2)建築物に作用する外力と建築物に発生する内力を説明でき
る。(A-3)(知識・理解)

(3)建築の各種構造の基本的な原理を説明できる。(A-3)(知識・理
解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

元結正次郎、坂田弘安、藤田香織、日浦賢治：初学者の建築講座
　建築構造（第三版）、市ヶ谷出版社、2016年、定価（本体
2,900円＋税）ISBN978‐4‐87071‐022‐1 C3052

◎－－－　参考書　－－－◎

日本建築学会：構造用教材、丸善、2014年　ISBN
978-4-8189-2233-4
建築構造システム研究会編：図説テキスト　建築構造　構造シス
テムを理解する、彰国社　ISBN 978-4-395-00897-1
川口衛他：建築の絵本　建築構造のしくみ　力の流れとかたち、
彰国社　ISBN 4-395-27028-X
※「日本建築学会：構造用教材」については2年次の必修科目：
建築構法のテキストにもなるので購入しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各講義の後半に小課題を与えて解答を求める。限られた時間内
で小課題を解答する上で、各講義の内容を十分理解しておくこと
が必要である。予習では指定した教科書を事前に読んで理解に努
め、復習では小課題と講義内容の理解に努めること（60分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　建築の構造物はどのように造られているか、造るための準備と
して構造設計はどのように行われているなど基礎的な事項を学習
する。そのため、1年次に行われる建築学概論と対比しながら学
習することが理解と内容を把握する上で効果的である。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、到達目標（１）35％、（２）35％、（３）30％を
目安とし、各到達目標の達成度を測るための小課題を30％、中間
試験と定期試験を70％とする。小課題は各講義の要点をまとめる
問題とし、中間試験と定期試験は全体的な総合問題とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】建築構造の基本原理：建築構造の基本原理を理解す
る。
【2】建築物の安定と不安定：建築空間の安定と不安定現
象を理解する。
【3】建築物に作用する外力と伝達メカニズム(1)
：建築物に作用する外力と伝達メカニズムを理解する。
【4】建築物に作用する外力と伝達メカニズム(2)
：建築物に作用する外力と伝達メカニズムを理解する。
【5】構造設計法の概要(1)：建築の構造設計法の概要を理
解する。
【6】構造設計法の概要(2)：建築の構造設計法の概要を理
解する。
【7】中間試験：1～6回までの復習。
【8】木質構造(1)：木質構造の概要を理解する。
【9】木質構造(2)：木質構造の概要を理解する。
【10】鉄筋コンクリート構造(1)：鉄筋コンクリート構造の
概要を理解する。
【11】鉄筋コンクリート構造(2)：鉄筋コンクリート構造の
概要を理解する。
【12】鉄骨構造(1)：鉄骨構造の概要を理解する。
【13】鉄骨構造(2)：鉄骨構造の概要を理解する。
【14】基礎構造：建築の基礎構造の概要を理解する。
【15】安全な設計：構造被害とその対策の概要を理解す
る。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目は建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
B-2に関連する。



2019-7070001004-01建築構造概論

吉澤　幹夫

◎建築:A-3

1.(1)建築における構造の全体的な構成や仕組みを説明できる。(A-3)　(A-3)

2.(2)建築物に作用する外力と建築物に発生する内力を説明できる。(A-3)　
(A-3)

3.(3)建築の各種構造の基本的な原理を説明できる。(A-3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000222-01建築構造設計演習

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限～２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

吉澤　幹夫、倉富　洋

◎－－－　概要　－－－◎

　建築の構造設計の実務で行う構造計画、構造計算、設計図書の作成な
ど様々な検討のプロセスと概要を理解することを本演習の目的とする。
　本演習の進め方としては、提示された建築物について構造設計を進め
て行くことにより理解を深めていく。具体的には、意匠図を基に床伏図
と軸組図を作成し、荷重表をまとめて、手計算により部材応力の略算と
仮定断面の算定をそれぞれ行って結果を構造概要書にまとめる。続いて
構造概要書を基に一貫構造計算プログラムを利用して、一次設計（許容
応力度設計）、二次設計（保有水平耐力計算）を行い、部材断面を決定
し、結果を構造計算書と構造設計図としてまとめる。最終回では、成果
品としての構造計算書と構造設計図を発表して講評を受ける。
　本演習は建築構造学に関する基礎的知識（例えば部材設計に使用する
個々の基規準の詳細）について学習することが目標ではない。構造計算
に必要な最低限の知識については、授業中に解説するので、構造が不得
手な学生でも理解は可能である。また、将来意匠設計を志す学生につい
ても、自分が設計する建築物について構造種別・構造形式の設定や部材
断面を想定する方法など有益な情報を得ることが出来る。
　建築の組織設計事務所での構造設計と監理の実務経験を活かして、構
造設計のプロセスおよび構造設計図・構造計算書の作成に関する実践的
な演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築の構造設計の進め方を説明できる。(A-3)(知識・理解)

(2)建築の構造計画と構造計算について基本的な内容を理解して、それら
の概要を説明できる。(A-3)(知識・理解)

(3)建築を設計する際に適切な構造種別と構造形式を選択することができ
る。(A-3)(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

教材となる資料については適宜配布する。Moodleを利用して事前に配布
する場合には、事前に案内するのでダウンロードして授業に出席するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

JSCA版　RC建築構造の設計　ISBN 978-4-274-20896-6
JSCA版　S建築構造の設計　ISBN 978-4-274-20949-9
2015年版　建築物の構造関係技術基準解説書　ISBN 978-8-6458-096-0
その他、日本建築学会のRC規準、S基準をはじめとする諸規準や指針。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　構造計画の演習(1)～(4)のレポート、構造計算の演習(1)(2)のレポー
ト、最終の構造設計図・構造計算書については提出を求める。提出物に
ついては授業時間以外の作業を要する。予習・復習の自己学習が不可欠
である（120分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　建築の構造設計は建築構造学の専門技術を総合的に駆使してまとめる
ものである。構造力学をはじめとする建築構造学の必修科目を履修して
いることはもとより、本演習に関連する授業科目である構造計画、鉄筋
コンクリート構造の設計法、鉄骨造の設計法、地震工学、コンピュータ
構造解析法を合わせて履修していることが望ましい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、到達目標（１）35％、（２）35％、（３）30％を目安と
する。構造計画の演習のレポート、構造計算の演習のレポート、ならび
に最終の構造設計図・構造計算書により評価する。具体的な配点は、構
造計画の演習のレポート：３０点、構造計算の演習のレポート：３０
点、最終の構造設計図・構造計算書：４０点とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】建築構造設計の概要：建築の構造設計の概要を理解
する。
【2】構造計画の演習(1)：床伏図と軸組図を作成し、荷重
表をまとめて基本設計段階での構造概要書を作成する。
【3】構造計画の演習(1)の結果発表と討論
【4】構造計画の演習(2)：準備計算（建物重量・地震荷
重・柱軸力の算定）を行う。
【5】構造計画の演習(2)の結果発表と討論
【6】構造計画の演習(3)：手計算による部材応力の略算と
略断面の算定を行い、架構の応力図を作成する。
【7】構造計画の演習(3)の結果発表と討論
【8】構造計画の演習(4)：架構の応力図を基に柱・大梁等
の主要構造部材の仮定断面を設定する。またスラブや小梁
等の二次部材の断面算定を行う。
【9】構造計画の演習(4)の結果発表と討論
【10】構造計算の演習(1)：一貫構造計算プログラムを用い
て、柱・大梁等の主要構造部材の仮定断面の妥当性を確認
する。
【11】構造計算の演習(1)の結果発表と討論
【12】構造計算の演習(2)：一貫構造計算プログラムを用い
て、層間変形角・剛性率・偏心率・保有水平耐力の妥当性
を確認する。
【13】構造計算の演習(2)の結果発表と討論
【14】構造設計図と構造計算書の作成：構造設計図と構造
計算書をまとめる作業を経験する。
【15】講評：各自が構造設計図と構造計算書に基づき発表
を行って講評を受ける。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目は建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
C-1、C-2に関連する。



2019-7070000222-01建築構造設計演習

吉澤　幹夫、倉富　洋

◎建築:A-3

1.(1)建築の構造設計の進め方を説明できる。(A-3)　(A-3)

2.(2)建築の構造計画と構造計算について基本的な内容を理解して、それらの概
要を説明できる。(A-3)　(A-3)

3.(3)建築を設計する際に適切な構造種別と構造形式を選択することができる。
(A-3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000198-01建築構法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概  　要　－－－◎

　建物を造るには、具体的に敷地を求め、地盤上に確固たる基
礎を設置してその上に構造物を形成する。構造を可能にする材
料を選択し、求められる機能によって必要な空間を構成配置す
る。日常生活や生産活動には、エネルギーの供給や水の供給処
理をするシステムを必要とする。居住環境として、音や光や熱
などを人体の生理に応じて適宜調節をして快適な生活空間を調
整することも必要である。要求される性能・品質が満足される
ように各部の材料構成についての大筋の方針を定めることがで
きるための基本的な事項について学習する。
　建築の総合設計事務所での構造設計と監理の実務経験を活か
して、できるだけ実際の建築物での構法を事例として上げて講
義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築物の材料、構造、力学、意匠、環境、施工、法規、経済
などの専門分野の基礎的な項目と事項を説明できる。(A-3)(知
識・理解)

(2)建築の技術全般に関する専門的な概念や用語を説明できる。
(A-3)(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本建築学会：構造用教材，丸善，2014年，定価（本体2,000円
＋税），ISBN978-4-8189-2233-4

◎－－－　参考書　－－－◎

内田祥哉編著：建築構法、市ヶ谷出版社　ISBN
978-4-8707-1001-6
その他、関連図書が工学部図書館に多数所蔵されているので大
いに活用されたい。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各講義の後半に小課題を与えて解答を求める。限られた時間
内で小課題を解答する上で、各講義の内容を十分理解しておく
ことが必要である。予習・復習など自己学習が不可欠である
（60分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義では建物のおおよその全体像を見極めること、建物
を構成する各構成部位の役割と機能を理解するとともに、個別
の専門科目の入門と相互の関係を概説的に理解し，単に建築に
関する専門的な知識や情報を伝えるだけでなく、自分の経験に
基づいて与えられた専門知識をどのように自分で考え咀嚼して
いるかを確認することが重要であるので、１年次に行われる建
築学概論や建築構造概論を対比しながら学習することが理解と
内容を把握する上で効果的である。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、到達目標（１）50％、（２）50％を目安とし、
各到達目標の達成度を測るための小課題を30％、中間試験と定
期試験を70％とする。小課題は各講義の要点をまとめる問題と
し、中間試験と定期試験は全体的な総合問題とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】建築構法とは何か－構法と工法：建築の設計や技術
体系の基礎を理解する。
【2】構法計画と構造・設備計画：建築構造・建築設備と
建築構法の関係を理解する。
【3】建築要素の構法(1)：屋根、壁がどのようにつくられ
ているかを理解する。
【4】建築要素の構法(2)：床、天井、階段がどのようにつ
くられているかを理解する。
【5】建築要素の構法(3)：建具・造作などがどのようにつ
くられているかを理解する。
【6】地業と基礎：地業及び基礎の機能と種類を理解す
る。
【7】中間試験：1回～6回までの復習。
【8】木質構造：木質構造の概要と構造の特徴、設計の基
本的考え方を理解する。
【9】鉄骨構造：鉄骨構造の概要と構造の特徴、設計の基
本的考え方を理解する。
【10】コンクリート系構造(1)：鉄筋コンクリート構造の概
要と構造の特徴、設計の基本的考え方を理解する。
【11】コンクリート系構造(2)：プレキャスト構造，プレス
トレスト構造などの概要と構造の特徴、設計の基本的考え
方を理解する。
【12】コンクリート系構造(3)：組積構造の構造的な特徴と
構成要領を理解する。
【13】合成構造：合成構造の概要と構造の特徴、設計の基
本的考え方を理解する。
【14】建築の安全性と耐久性：防火・耐火・耐震・耐久性
と構法との関わりを理解する。
【15】超高層建築の構造：超高層建築の構造の特徴と技術
の基本的考え方を理解する。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目は建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
B-2に関連する。



2019-7070000198-01建築構法

吉澤　幹夫

◎建築:A-3

1.(1)建築物の材料、構造、力学、意匠、環境、施工、法規、経済などの専門分
野の基礎的な項目と事項を説明できる。(A-3)　(A-3)

2.(2)建築の技術全般に関する専門的な概念や用語を説明できる。(A-3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000232-01建築情報

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

宮崎　慎也、日高　晋作、吉田　浩司

◎－－－　概要　－－－◎

　建築設計をはじめとして，施工，監理，マネジメント，など，一連の
建築生産管理プロセスにおいては，適切な情報共有とコミュニケーショ
ンが必要不可欠である．これまで，建築分野では図面を媒体とした情報
伝達が行われてきたが，情報化の進む現在において，その形は変化しつ
つある．
　本講義では，建築物の３次元情報共有プラットフォームであるBIM
(Building Information Model)を中心に，その概念と応用方法について学
ぶ．BIMは建築デザインにおける意匠，構造，設備，などの３次元情報
を統合して共有するツールであり，図面に変わる新しい情報伝達手段と
しても注目され，実際に建築デザインや建築生産の現場で導入がすすん
でおり，従来の建築デザイン・生産プロセスを変革するツールとして期
待されている．
　本講義では，BIMの理論的な理解だけでなく，ツールの利用を含めた
実践的な応用方法を身につける．講義と演習はBIMに詳しい建築設計の
実務家を含む教員が担当し，初歩的な技術から，プレゼンテーションに
おけるグラフィカルな表現技術まで，実務の場で利用されている実践的
な技術を学ぶ．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) BIMの概念について理論的に理解し，基礎的なモデリングができ
る．(知識・理解)

(2)基礎的な技術を応用して，作品のデザインができる．(知識・理解)

(3)３次元モデルを，平面図，立面図，断面図，パース，に適切に変換
し，プレゼンテーションに効果的に利用できる．(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

「ARCHICAD 21ではじめるBIM設計入門［企画設計編］」
著者：BIM LABO
出版社：エクスナレッジ（2017/12/3）
ISBN-10: 4767824125
ISBN-13: 978-4767824123

◎－－－　参考書　－－－◎

「ARCHICAD Magic」
/ オンライン教材 グラフィソフト ジャパン株式会社
https://www.graphisoft.co.jp/download/archicad_magic/

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　作図のプロセスを理解するには，手を動かし練習することが最も重要
である．毎回の課題について，少なくとも予習・復習時間を９０分は確
保すること．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「AchiCad」を利用できる教室が限られているため，受講者数を制限す
ることがある．BIMは意匠設計者だけでなく，構造技術者，施工管理，
設備技術者なども利用するツールであるので，将来の専門に関わらず履
修してほしい．
また，課題作成のため，個人でも「ArchiCad」を利用できる環境がある
ことが望ましい．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　到達目標(1)～(3)を，それぞれ，30%,30%, 40%,の割合で評価する．ま
た，到達目標(1)については，基礎演習(1)～(5)の課題提出物を評価す
る．到達目標(2)については，モデリング演習課題の課題提出物を評価す
る．到達目標(3)については，応用演習課題の課題提出物を評価する．
　また，モデリング演習課題，及び，応用演習課題，については課題提
出後にそれぞれフォローアップを行い，フィードバックとして個別講評
を行う．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.講義概要の説明・基礎演習１
講義「BIMの概念と応用」
講義「BIMにおけるグラフィカル表現」基本ツールと設定
の確認
2.基礎演習２
基本エレメントの作図と編集
3.基礎演習３
基本エレメントの作図と編集
4.基礎演習４
基本エレメントの作図と編集
5.基礎演習５
画像レンダリングの基礎
6.モデリング演習課題１
モデリング
7.モデリング演習課題２
モデリング
8.モデリング演習課題３
２次元図面（平面
立面，断面）出力
9.モデリング演習課題４
レンダリング
10.応用演習課題１
モデリング課題作品提出
応用演習課題説明
モデリング課題フォローアップ
11.応用演習課題２
エスキス
12応用演習課題３



2019-7070000232-01建築情報

宮崎　慎也、日高　晋作、吉田　浩司

◎建築:A-3

1.(1) BIMの概念について理論的に理解し，基礎的なモデリングができる．　
(A-3)

2.(2)基礎的な技術を応用して，作品のデザインができる．　(A-3)

3.(3)３次元モデルを，平面図，立面図，断面図，パース，に適切に変換し，プ
レゼンテーションに効果的に利用できる．　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000121-01建築生産管理

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概要　－－－◎

　建築生産とは、設計図書に示された所定の建築物を具体的に
生産することを意味している。建築物を造る工事に直接携わり
完成させ、世の中に残すことである。近年の建築物は、社会情
勢の変化に伴い高層化、大型化、工業化への進展が見られ、そ
れに伴う施工技術の革新も日々行われている。特に、環境問
題、省エネルギー・省資源、維持管理、品確法、性能規定など
社会情勢が大きく変化してきている。良好な建築物を後世に残
す為には、適切な施工技術が欠かせない。本講義では、契約か
ら維持管理まで施工に関する知識や考え方を原理・原則を踏ま
え体系的に学ぶものである。
　建築の組織設計事務所での設計監理の実務経験を活かして、
建設工事現場や製品製作工場での建築生産管理の実践的な内容
に基づいて講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築生産システムを理解するために、入札・契約・建設業関
連法規などに関する基礎的な概要を説明できる。(技能)

(2)主要建築構造物（RC造，S造，SRC造，木造，組積造）の躯
体工事および仕上工事・設備工事について理解する。(技能)

(3)建築施工は工学であることから、原理・原則に基づいた理論
的・合理的な考え方・プロセス・工法を理解する。(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

中澤明夫，角田誠，砂田武則：初学者の建築講座　建築施工
（第三版），市ヶ谷出版社，2016年，定価（本体3,000円＋税）
ISBN978‐4‐87071‐021‐4 C3052

◎－－－　参考書　－－－◎

建築施工用語研究会編：図解　建築施工用語辞典，井上書院　
ISBN ISBN978-4-753-00031-9
日本建設業連合会編：施工がわかるイラスト建築生産入門，彰
国社　ISBN ISBN978-4-395-32100-1

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義はテキストに沿って解説を行うので購入しておくこと。広
範囲で詳細な内容の講義を行うので、必ず予習・復習をするこ
と（60分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分で身の回りの完成した建物や施工現場について関心を持
ち、講義の内容と照らし合わせて理解を深めて欲しい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準は到達目標(1)は20%、(2)は60%、(3)は20%を目安と
し、各到達目標の達成度を測るための小課題を30%、期末試験
を70%で評価する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】　オリエンテーション（建築生産管理とは）：建築
生産管理の講義目的
【2】　工事契約と見積
【3】　施工計画・施工管理
【4】　準備工事・仮設工事
【5】　土工事，地業・基礎工事（1）
【6】　土工事，地業・基礎工事（2）
【7】　鉄筋コンクリート工事（1）
【8】　鉄筋コンクリート工事（2）
【9】　鉄筋コンクリート工事（3）
【10】　鉄骨工事（1）
【11】　鉄骨工事（2）
【12】　鉄骨工事（3）
【13】　仕上・設備工事（1）
【14】　仕上・設備工事（2）
【15】　維持・保全・改修工事，解体工事

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習・教育
到達目標の主としてC-1に関連する。



2019-7070000121-01建築生産管理

吉澤　幹夫

◎建築:B-1

1.(1)建築生産システムを理解するために、入札・契約・建設業関連法規などに
関する基礎的な概要を説明できる。　(B-1)

2.(2)主要建築構造物（RC造，S造，SRC造，木造，組積造）の躯体工事および
仕上工事・設備工事について理解する。　(B-1)

3.(3)建築施工は工学であることから、原理・原則に基づいた理論的・合理的な
考え方・プロセス・工法を理解する。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000148-01建築設計Ⅰ「週2回開講」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限～４時限, 金・１時限～２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

太記　祐一、黒瀬重幸　趙翔　池添昌幸　松永一郎　宮崎慎也　四ヶ所高志　西野雄一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　建築設計は建築学科のカリキュラムの重要な柱の一つである。その最初の科目となる本科
目では、我々の生活に最も身近な建築を設計することで建築設計の基本を学ぶ。全体は前半
と後半、二つの課題から構成されている。前半は戸建住宅を設計し、後半では福岡大学構内
に学生ラウンジを提案していく。
　二つの課題に共通したポイントがいくつかある。まず基本的な設計の進め方の流れを理解
してほしい。つまりコンセプトの提案、作品の設計、図面と模型の作成、である。コンセプ
トをまとめるにあたっては、独りよがりの独善的な提案ではなく、与条件や社会の要請を踏
まえ利用者に配慮した提案が求められる。作品を設計するにあたっては場当り的な作業を繰
り返すのではなく、作品全体を見通した上で作業をすすめることが重要である。空間と機
能・構造・材料・設備など様々な技術との関係を検討し、全体を構成していくという建築設
計の基本技法を身に着けてほしい。最後に、構想された作品を図面・模型にいかに表現する
のか、設計意図をどのように伝達するのか、実際の製図と模型製作を通して学んでいく。
　なおこの授業は意匠設計を実際に体験しつつ、建築設計について実習していく科目であ
り、教員の実務経験に基づく指導がおこなわれる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 課題の与条件を生かし、要求と矛盾しない基本コンセプトを提案し、建築作品の概要を
企画・立案できる。(知識・理解)

(2) 上記(1)の基本コンセプトに則り、建築の計画・構造・材料・構法・設備などの諸要素を
検討し、一つの建築作品にまとめることができる。(知識・理解)

(3-1) 上記(2)において構想された建築作品を表現するために、1/100前後の縮尺の各種図面を
作成できる。(知識・理解)

(3-2) 上記(3-1)で作成した図面から３次元の模型を正確に製作できる。(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本建築学会編『コンパクト建築設計資料集成』第３版　丸善　２００５年　
978-4621075098

◎－－－　参考書　－－－◎

コンパクト建築設計資料集成「住居」　ISBN 978-4621076880
建築設計資料集成 [居住]　ISBN 978-4621049143
構造用教材　ISBN 978-4818904446

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業予定は課題ごとに別れる。作業の進捗にあわせ必要に応じて、設計に関係する様々な
資料を、図書館などを利用して収集し活用していくこと。また日常生活の中で建築に対する
注意・観察を怠らないようにし、住宅をはじめとする身近な建築について、日々の生活の中
から設計に関連する材料を収集しておくこと。
　課題の前半は主にエスキスといって、学生と教員の一対一の対話によって進行する。毎回
のエスキスには出題された課題をこなし、要求されたスケッチ・図面・模型などを用意して
望むこと（180分）。エスキスは、紙ベースで作業する。パソコンやスマートフォン、タブ
レットなどの画面による説明は受け付けない。なお複数の図面間の確認・調整作業や部分的
な修正作業などを容易にするため、エスキス段階ではトレーシングペーパーを使用し、消し
ゴムは使用しないこと。なお著しく準備不足の学生には対応しない。
　後半は製図と模型の製作となる。製図室で教員の指導を受けながら作業を進めるだけでな
く、自宅でも作業をおこなうこと（180分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　週二回4コマおこなうので、時間割を考える際に注意すること。
　履修条件として「建築デザイン基礎Ⅰ」、「建築デザイン基礎Ⅱ」、「住宅計画」をすで
に履修していることが望ましい。 特に「住宅計画」は課題を進める上で重要であり、内容を
理解していることを前提にこの講義は進められるので、よく復習しておくこと。また「建築
計画Ⅰ」と「意匠論Ⅰ」は同時期に開講されるが、本科目と深い関係にあるので、並行して
履修することを要望する。
　授業は前半・後半二つの課題で構成されている。どちらの課題も、提出期限に間に合わな
かったり未完成だったりした場合には、評価の対象としない。単位修得は不可能となるので
十分注意すること。
　講義中に配布する資料等は、繰返し使用するのでファイルして大切に保管すること。また
模型製作用の道具（カッター、金定規、カッティングマット、接着剤等）を準備しておくこ
と。なおエスキス作業や模型作成に使用する材料は、各自、必要に応じて準備すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　まずそれぞれの課題について別個に評価する。一つひとつの課題が、それぞれ合格点（そ
れぞれ配点の60％以上）を得ることが単位取得の最低条件である。
　最終成績は個々の課題の合計点とし、各課題の配点は前半を60点、後半を40点とする。
　採点時には、どちらの課題も到達目標の（1）提案力・企画力、（2）技術面の理解・諸要
素の整合性、（3）図面・模型の表現と正確さ、がそれぞれ30%、30%、40%に重み付けされ
えいる。
　課題ごとに図面、模型、その他の提出物から、学生の作品の特長について上記「授業の到
達目標」が達成されているか否かを総合的にみていくが、場合により受講態度やエスキス内
容を参照する場合もある。
　課題提出後、特に注目すべき作品を作成した学生は、全員の前で作品のプレゼンテーショ
ンをおこない、参加全教員および学生から講評を受ける。
　また採点後、学生一人ひとりの作品に対して個別にフォローアップをおこなう。これは作
品に対する批評・図面と模型の正確さ・授業の到達目標の達成度・その他、のフィードバッ
クをおこなうためのものである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1～14／16～29回　担当：黒瀬・趙・太記・池添・松
永・四ヶ所・西野】
【15／30回　担当：全員】
　前半課題 15回7週間
1. 課題説明・担当教員による説明
2. エスキス1
3. エスキス2
4. エスキス3
5. エスキス4：中間チェック
6. エスキス5
7. エスキス6：下図チェック
8. 製図と模型作成1
9. 製図と模型作成2
10. 製図と模型作成3
11. 製図と模型作成4：図面確認
12. 製図と模型作成5
13. 作品提出
14. 最終講評会
15. フォローアップ
　後半課題15回6.5週間
16. 課題説明・担当教員による説明
17. エスキス1
18. エスキス2
19. エスキス3
20. エスキス4：中間チェック
21. エスキス5
22. エスキス6：下図チェック
23. 製図と模型作成1
24. 製図と模型作成2
25. 製図と模型作成3
26. 製図と模型作成4：図面確認
27. 製図と模型作成5
28. 作品提出
29. 最終講評会
30. フォローアップ

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてB-2に関連する。



2019-7070000148-01建築設計Ⅰ「週2回開講」

太記　祐一、黒瀬重幸　趙翔　池添昌幸　松永一郎　宮崎慎也　四ヶ所高志　西野雄一郎

◎建築:A-3

1.(1) 課題の与条件を生かし、要求と矛盾しない基本コンセプトを提案し、建築
作品の概要を企画・立案できる。　(A-3)

2.(2) 上記(1)の基本コンセプトに則り、建築の計画・構造・材料・構法・設備
などの諸要素を検討し、一つの建築作品にまとめることができる。　(A-3)

3.(3-1) 上記(2)において構想された建築作品を表現するために、1/100前後の縮
尺の各種図面を作成できる。　(A-3)

4.(3-2) 上記(3-1)で作成した図面から３次元の模型を正確に製作できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000149-01建築設計Ⅱ

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

池添　昌幸、黒瀬重幸・太記祐一・趙翔・四ヶ所高志・西野雄一郎・松永一郎・宮崎慎也・吉澤幹夫・鴛海達矢・梶垣宏・川崎正憲・相良友也 

◎－－－　概要　－－－◎

　建築設計Ⅱでは、オフィスビルの即日設計と地域交流施設の設計を課題とする。前
半のオフィスビルの即日設計課題は、就職活動での即日課題や将来の資格試験を見据
えたものであり、短時間でエスキス及び表示規則に準じた正確な図面を完成させるこ
とを目指している。後半の地域交流施設の設計課題では、地域の利用者の要求に応じ
て整備される施設の機能を構想するとともに、その特性に応じた構造形式を選定し合
理的かつ独自性のある施設計画を立案できること、施設計画にもとづき創造的な空間
デザインを提案し正確な図面と模型で表現できることを目指している。
　本演習は、受講者を小グループに分け、建築設計の実務経験のある教員を含む教員
がグループを担当し、少人数での授業を行う。授業計画に示す設計段階に従って担当
教員よりエスキスおよび製図のチェックを受ける形式で設計を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)課題に示された与条件を短時間で整理し、オフィスビルの基本性能を満たす空間の
構成と形態を具現化できる。(技能)

(2)ラーメン構造を理解し、オフィスビルにおける構造計画ができる。(技能)

(3)即日設計に必要となる表示規則などの基礎知識を習得した上で、適切な図面表現が
できる。 (技能)

(4)地域交流施設のプログラムの構想とそれに応じた構造形式の選定により合理的で独
自性のある施設計画を立案できる。(技能)

(5)自ら提案した地域交流施設の施設計画の条件を満たしながら創造的な空間が設計で
きる。(技能)

(6)課題書で要求された地域交流施設の図面と模型を正確かつ工夫をして制作できる。
(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本建築学会編：コンパクト建築設計資料集成　第3版（丸善，2005年，5,184円，
ISBN:978-4621075098）

◎－－－　参考書　－－－◎

・日本建築学会編：建築設計資料集成、業務・商業（丸善，2004年，12,960円，
ISBN：978-4621074107）
・日本建築学会編：建築設計資料集成　集会・市民サービス（丸善，2002年，12,960
円，ISBN：978-4621070895）
・建築思潮研究所編：建築設計資料58　地域の複合文化施設（建築資料研究社，1996
年，4,089円，ISBN：978-4874604922）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　演習時間では、担当教員によるエスキス・チェックが中心となり、その後に各自の
設計作業となる。そのため、次回の演習時間までに各自でエスキスもしくは製図の作
業を行い、その成果を準備することが求められる。 エスキスの準備では、敷地調査
や先行作品分析の情報整理した上で、各設計段階の課題に対し検討した内容を図面や
スケッチ、模型で表すこと（270分）。さらに、設計製図では、演習授業での製図お
よび模型制作作業に加えて作業の進捗状況に応じ授業時間外に製図および模型制作作
業を行うこと（270分）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本演習は2つの課題で構成されるが、それぞれの課題が提出期限に遅れたり、未完
成の場合は評価の対象とならない。
　受講にあたって２つの設計課題の計画に関する基礎知識を学習する「建築計画Ⅰ」
の内容を復習し理解しておくこと。
　製図および模型制作作業で使用する材料および製図用具、模型制作の道具は授業中
の指示に従った準備すること。また、製図作業では図面表記の参照のために、テキス
トに指定したコンパクト建築設計資料集成および授業で配布した資料を毎回持参する
こと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　それぞれの課題の提出物に対して構想力、創造力、表現力を到達目標に従って総合
的に評価する。構想力は課題の条件を理解し機能を充たす合理的な空間計画と的確な
構造計画となっているか、創造力はプログラムと空間構成、意匠デザインが独自性を
備えた提案性の高いものとなっているか、表現力は製図における表示規則を理解し、
正確で工夫された図面および模型となっているかを評価基準とする。
　即日設計課題の配点は30％で、到達目標の(1)、(2)、(3)について35%、30%、35%を
目安とし達成度を評価する。地域交流施設の課題の配点は70％で、到達目標の(4)、
(5)、(6)について配点を40%、30%、30%を目安とし達成度を評価する。両方の課題が
合格点（前半課題18点/30点以上、後半課題42点/70点）を得ることが単位認定の条件
である。
　採点後、学生一人ひとりの作品に対してフォローアップを行い、到達目標に応じて
作品の内容と図面および模型の表現に対する講評を行う。また、後半課題ではフォ
ローアップに加えて、特に注目すべき作品を選出し講評会を行う。講評会では制作し
た学生がプレゼンテーションした後、教員および参加学生が講評する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　即日設計の課題説明　即日設計課題のねらいと内容、
及び表示規則等を概説する。課題説明後、グループに分か
れてエスキス案を作成し、担当教員のチェックを受ける。
（宮崎、池添、四ヶ所、西野、松永、鴛海、梶垣、川崎、
相良、吉澤）
2　即日設計模擬試験　エスキスに基づき、時間内
に図面を完成させる。（宮崎、池添、四ヶ所、西野、松
永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
3　個別講評・図面返却　即日設計模擬試験を個
別に講評する。（宮崎、池添、四ヶ所、西野、松永、鴛
海、梶垣、川崎、相良）
4　即日設計本試験　模擬試験の問題点と講評の
助言を生かし、時間内に図面を完成させる。（宮崎、池
添、四ヶ所、西野、松永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
5　即日設計本試験フォローアップ　即日設計本試験を個
別に講評する。（宮崎、池添、四ヶ所、西野、松永、鴛
海、梶垣、川崎、相良）
6　修正図面の提出　即日設計本試験のフォローアップを
踏まえた修正図面を提出し、チェックを受ける。（宮崎、
池添、四ヶ所、西野、松永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
7　地域交流施設の課題説明　地域交流施設の課題のねら
いと内容を概説し、デザインレクチャーとグループワーク
を行う。（池添、太記、四ヶ所、松永、鴛海、梶垣、川
崎、相良）
8　設計エスキス・チェック1　設計のコンセプトと機能構
成をまとめたエスキス・チェックを行う。（池添、太記、
四ヶ所、松永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
9　設計エスキス・チェック2＋中間講評　配置・平面計画
のエスキス・チェックを行う。複数のグループで学生全員
が成果を発表し中間講評を行う。（池添、太記、四ヶ所、
松永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
10　設計エスキス・チェック3　平面・断面計画のエスキ
ス・チェックを行う。（池添、太記、四ヶ所、松永、鴛
海、梶垣、川崎、相良）
11　設計エスキス・チェック4　平・断面、立面計画、外
構計画を含む全体計画のエスキス・チェックを行う。（池
添、太記、四ヶ所、松永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
12　計画の図面化1　配置・平面図、立面・断面図、模型
などの作品制作を行う。（池添、太記、四ヶ所、松永、鴛
海、梶垣、川崎、相良）
13　計画の図面化2　配置・平面図、立面・断面図、模型
などの作品制作を行う。（池添、太記、四ヶ所、松永、鴛
海、梶垣、川崎、相良）
14　作品の提出　完成した図面および模型を提出する。
（池添、太記、四ヶ所、松永、鴛海、梶垣、川崎、相良）
15　作品の発表および個別講評　選抜作品の講評会および
個別フォローアップを行う。（全員）

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてC－1に関連する。
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池添　昌幸、黒瀬重幸・太記祐一・趙翔・四ヶ所高志・西野雄一郎・松永一郎・宮崎慎也・吉澤幹夫・鴛海達矢・梶垣宏・川崎正憲・相良友也 

◎建築:B-1

1.(1)課題に示された与条件を短時間で整理し、オフィスビルの基本性能を満た
す空間の構成と形態を具現化できる。　(B-1)

2.(2)ラーメン構造を理解し、オフィスビルにおける構造計画ができる。　(B-1)

3.(3)即日設計に必要となる表示規則などの基礎知識を習得した上で、適切な図
面表現ができる。 　(B-1)

4.(4)地域交流施設のプログラムの構想とそれに応じた構造形式の選定により合
理的で独自性のある施設計画を立案できる。　(B-1)

5.(5)自ら提案した地域交流施設の施設計画の条件を満たしながら創造的な空間
が設計できる。　(B-1)

6.(6)課題書で要求された地域交流施設の図面と模型を正確かつ工夫をして制作
できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

宮崎　慎也、四ヶ所高志 、西野雄一郎 、松永一郎、水本安泰 、清水正幸 、前原博 、唐崎祐一 、斉藤昌平 、吉澤幹夫、黒瀬重幸 、太記祐一 、趙翔 、池添昌幸 

◎－－－　概要　－－－◎

　当科目は２つの課題で構成される。前半は小学校課題、後半はエリアリノ
ベーション課題である。
　小学校の設計課題は、オープンスクール等の建築計画学の研究成果を十分
踏まえ、これからの方向性を見据えた計画提案を自ら行う。小学校建築は地
域社会との関わりを含め大きな転換期にあるため、このような社会背景を十
分考察した上で、建築のデザインに反映させていくことが重要である。
　エリアリノベーション課題では、地域再生のきっかけをつくるための建築
物を考える。地域の観点から建築物を捉え、敷地とその周辺の関係を分析し
ながら、これを建築デザインに反映させていくプロセスを学ぶ。
　なお、両課題は建築設計の実務経験を有する教員が行い、設計のための分
析作業から、企画立案、図面やパースの作成に至る一連の作業について、実
務的な観点からチェックや助言を受けながらすすめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 建築計画学の研究成果の基本的事項を、配置図や平面図と関連させて理解
することができる。(知識・理解)

(2) 敷地やその周辺の特徴を読み解き、建築物のプログラムや象徴性と関連さ
せながら空間構成を行うことができる。(技能)

(3) 地域社会の状況を踏まえた明確な設計主旨を設定し、これを建築空間とし
て分かりやすく表現するために、必要な情報を自主的かつ継続的に収集分析
できる。(技能)

(4) アウトプットとなる図面や模型の完成度を高めるため、一連のデザインプ
ロセスを効率的に管理することができる。(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。必要に応じプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新建築社『新建築』 (月刊 / 雑誌）
　/ 価格 : 2,000（税込）
日本建築学会編「コンパクト建築設計資料集成」丸善
　/ 価格 : 5,040円（税込） ISBN : 978-4621075098
日本建築学会編『建築設計資料集成[教育・図書]』丸善
　/ 価格 : 12,600円（税込） ISBN : 978-4621071731

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　設計課題では、毎回エスキスチェック時に個別に課題を示すので、週２回
（360分）以上は作業日をもうけて課題を進めること。また、各課題ごとに、
設計事例を少なくとも５つ以上集め、空間構成の分析を行なっておくこと。
各課題の講義時にレポート課題を課すので、期限までに提出すること。
　エスキスは、模型やスケッチをベースで検討するので、必ずスケールのあ
る、模型、手書き図面、印刷したCAD図面、等を用意すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　当科目では、自己学習に基づくエスキス成果のチェック等を、必ず設定さ
れた段階を追って受けること。
　また、図面は原則的にCADまたはBIMアプリケーションで作成する。図面
の提出はPDFなどのデジタルファイルも要求するので、作業環境を準備して
おくこと。
　提出期限は厳守する。不備のある図面は受け取らないので注意すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　配点は小学校課題（前半課題）を60%、エリアリノベーション（後半課
題）を40％とする。
　小学校課題は、提出物（図面、模型、レポート）を到達目標の(1)、(3)、
(4)、についてそれぞれ、50%、20%、30%の配分を目安に達成度を評価し、
講評会後に学生一人づつに対してフィードバックとして個別講評を行う。
　エリアリノベーション課題は、提出物(図面、模型、レポート）を到達目標
の(2)、(3)、(4)、についてそれぞれ、60%、20%、20%の配分を目安に達成度
を評価する。講評会では全員が発表し、それぞれの作品についてフィード
バックとして講評が行われる。
両課題それぞれ60点以上が単位認定の条件である。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.前半課題説明
前半レポート課題出題
構造レクチャー
エスキス（設計コンセプト）
(宮崎・四ヶ所 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤・
吉澤)
2.前半課題エスキス（設計コンセプト，ゾーニング）
レポート課題提出
(宮崎・四ヶ所 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
3.前半課題エスキス（配置計画・平面計画）
(宮崎・四ヶ所 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
4.前半課題中間講評会
エスキス過程のプレゼンテーション
(全員)
5.前半課題作品制作：配置・平面図、立・断面図、模型な
どの作品制作を行う。
(宮崎・四ヶ所 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
6.前半課題作品制作：配置・平面図、立・断面図、模型な
どの作品制作を行う。
(宮崎・四ヶ所 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
7.前半課題図面提出・後半課題説明
後半課題レポート課題出題
(宮崎・四ヶ所 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
8.前半課題講評会
学生による完成作品のプレゼンテーションと教員による講
評
フォローアップ
(全員)
9.後半課題エスキス（プログラム・配置計画）
レポート課題提出（地域分析）
(宮崎・松永 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
10.後半課題エスキス（プログラム・配置計画）
(宮崎・松永 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
11.後半課題エスキス（プログラム・配置計画）
(宮崎・松永 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
12.後半課題中間発表
(宮崎・松永 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
13.後半課題エスキス（平面計画）
(宮崎・松永 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
14.後半課題エスキス（平面計画）
(宮崎・松永 ・西野・水本・清水・前原・唐崎・斉藤)
15.講評会
学生による完成作品のプレゼンテーションと教員による講
評
(全員)

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてＢ-２、Ｃ-１、Ｃ-３、
Ｃ-４に関連する。
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宮崎　慎也、四ヶ所高志 、西野雄一郎 、松永一郎、水本安泰 、清水正幸 、前原博 、唐崎祐一 、斉藤昌平 、吉澤幹夫、黒瀬重幸 、太記祐一 、趙翔 、池添昌幸 

◎建築総合ｺ:A-3,B-1,B-3,B-4

1.(1) 建築計画学の研究成果の基本的事項を、配置図や平面図と関連させて理解
することができる。　(A-3)

2.(2) 敷地やその周辺の特徴を読み解き、建築物のプログラムや象徴性と関連さ
せながら空間構成を行うことができる。　(B-1)

3.(3) 地域社会の状況を踏まえた明確な設計主旨を設定し、これを建築空間とし
て分かりやすく表現するために、必要な情報を自主的かつ継続的に収集分析で
きる。　(B-3)

4.(4) アウトプットとなる図面や模型の完成度を高めるため、一連のデザインプ
ロセスを効率的に管理することができる。　(B-4)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。

◎建築設・計:A-3,B-1,B-3,B-4

1.(1) 建築計画学の研究成果の基本的事項を、配置図や平面図と関連させて理解
することができる。　(A-3)

2.(2) 敷地やその周辺の特徴を読み解き、建築物のプログラムや象徴性と関連さ
せながら空間構成を行うことができる。　(B-1)

3.(3) 地域社会の状況を踏まえた明確な設計主旨を設定し、これを建築空間とし
て分かりやすく表現するために、必要な情報を自主的かつ継続的に収集分析で
きる。　(B-3)

4.(4) アウトプットとなる図面や模型の完成度を高めるため、一連のデザインプ
ロセスを効率的に管理することができる。　(B-4)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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宮崎　慎也、四ヶ所高志 、西野雄一郎 、松永一郎、水本安泰 、清水正幸 、前原博 、唐崎祐一 、斉藤昌平 、吉澤幹夫、黒瀬重幸 、太記祐一 、趙翔 、池添昌幸 

◎建築構造ｺ:A-3,B-1,B-3,B-4

1.(1) 建築計画学の研究成果の基本的事項を、配置図や平面図と関連させて理解
することができる。　(A-3)

2.(2) 敷地やその周辺の特徴を読み解き、建築物のプログラムや象徴性と関連さ
せながら空間構成を行うことができる。　(B-1)

3.(3) 地域社会の状況を踏まえた明確な設計主旨を設定し、これを建築空間とし
て分かりやすく表現するために、必要な情報を自主的かつ継続的に収集分析で
きる。　(B-3)

4.(4) アウトプットとなる図面や模型の完成度を高めるため、一連のデザインプ
ロセスを効率的に管理することができる。　(B-4)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002075-01建築デザイン基礎Ⅱ

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

西野　雄一郎、宮崎慎也

◎－－－　概要　－－－◎

　建築デザイン基礎Ⅰ・Ⅱは、建築設計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、総合設計Ⅰ・Ⅱな
どの建築設計製図科目を履修する上での建築デザインの基礎的能力を養
うための科目である。
　建築デザイン基礎Ⅱでは、木造軸組構造の建築物に典型的に見られる
フレームデザインによる空間の構想力と、それを図面や模型として定着
するための表現力を向上させるための講義と演習を行う。
　講義では、建築を構想するための基礎的概念を把握し、フレームのデ
ザインによる優れた建築作品の特徴を理解するとともに、具体的に図面
作成・模型製作を行う上での基礎知識、手順を習得する。また演習で
は、フレームのデザインの模型演習、木造軸組構造の著名建築のトレー
ス（模写）、デザイン演習を通して、実際に手を動かすことで建築デザ
インの実践的な技術を体得し、自らのアイデアでフレームのデザインに
よる空間を構想・表現する。
　なお、本演習は建築設計の実務経験を有する教員が行い、アイデアと
造形とを関係づけて発展させる方法や実務を意識した製図方法等につい
て指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 建築製図に用いられる線や製図記号の種類と意味を理解し、製図 に必
要な基礎的技術を習得できる。(知識・理解)

(2) 建築空間と設計図の対応関係を立体的に理解できる。(知識・理解)

(3) フレームを用いたデザインや空間的特質を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

「建築 設計 製図 ‒屋久島の家・屋久島の家・東大阪の家に学ぶ」（学芸
出版社、2015年、ISBN 978-4-7615-2609-2）
またテキストに加え、適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本建築学会編「コンパクト建築設計資料集成」丸善
　/ 価格 : 5,040円（税込） ISBN : 978-4621075098
日本建築学会編「建築設計資料集成[人間]」丸善
　/ 価格 : 9,870円（税込） ISBN : 978-4621071465
日本建築学会編「建築設計資料集成[居住]」丸善
　/ 価格 : 12,600円（税込） ISBN : 978-4621071465
日本建築学会編「構造用教材」丸善
　/ 価格 : 1,937円（税込） ISBN : 978-4818904446

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各課題ごとに、テキストの該当箇所を事前に読み進め、建物の構成や
構造を理解し、作図手順を確認しておくこと（270分）。基本的に演習課
題は製図室で行うものとするが、宿題については定められた期限内に自
宅で作業を行い完成させること（270分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習課題の内容に応じて製図用具や模型用具が必要となる。製図用具
（平行定規、T定規、三角定規、三角スケール、コンパス、筆記用具な
ど）は各自で準備し、持参すること。また模型用具(カッター、金定規、
スコヤ、A3サイズカッティングマット)についても各自で用意すること。
　演習用紙は、ケント紙、トレーシングペーパー等を適宜配布する。
　また、講義資料や授業に関する情報配信はMoodleシステムを利用す
る。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度を演習課題ごとに評価する。演習課題ごとの到達目
標の配分については、演習課題1̃3、 12～15は(3)、演習4̃8は (1)、演習9
～11は(2)に対応している。
　各演習課題の配点は、演習課題1～3、 12～15を40%、演習4～8は
45%、演習9～11は15%を目安として配分する。
　全ての課題の完成と提出が単位認定の条件である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. フレームのデザイン１
　　講義１：「組む・積む」
　　演習１：単位空間の構成「組む・積む」
2. フレームのデザイン２
　　講義２：「連続させる」
　　演習２：単位空間の構成「連続させる」
3. フレームのデザイン３
　　講義３：「連結させる」
　　演習３：単位空間の構成「連結させる」
4. 木造軸組工法住宅の模写１
　　講義４：「屋久島の家」の作品解説と
　　　　　　建築製図の基礎について
　　演習４：平面図・配置図の作成
5. 木造軸組工法住宅の模写2
　　講義5：平面図・配置図の作成方法
　　演習5：平面図・配置図の作成
6. 木造軸組工法住宅の模写3
　　講義6：矩計図の作成方法
　　演習6：「屋久島の家」の矩計図の作成
7. 木造軸組工法住宅の模写4
　　講義7：伏図の作成方法
　　演習7：基礎伏図、床伏図、小屋伏図の
　　　 　　  作成
8. 木造軸組工法住宅の模写5
　　講義8：立面図・断面図の作成方法
　　演習8：立面図・断面図作成
9. 木造軸組工法住宅の模型製作1
　　講義9：軸組模型の作成方法
　　演習9：軸組模型製作
10. 木造軸組工法住宅の模型製作2
　　講義10：軸組模型の作成方法
　　演習10：軸組模型製作
11. 木造軸組工法住宅の模型製作3
　　講義11：軸組模型の作成方法
　　演習11：軸組模型製作
12. フレームで構成される空間デザイン1
　　講義12：課題出題
　　演習12：模型製作による演習とエスキス
13. フレームで構成される空間デザイン2
　　演習13：模型製作による演習とエスキス
14. フレームで構成される空間デザイン3
　　演習14：課題作図（平面、立面、断面、
　　　　　 　アクソメ図、透視図）
15. フレームで構成される空間デザイン4
　　課題提出
　　講評会

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてＢ－２と関連する。



2019-7070002075-01建築デザイン基礎Ⅱ

西野　雄一郎、宮崎慎也

◎建築:A-3

1.(1) 建築製図に用いられる線や製図記号の種類と意味を理解し、製図 に必要
な基礎的技術を習得できる。　(A-3)

2.(2) 建築空間と設計図の対応関係を立体的に理解できる。　(A-3)

3.(3) フレームを用いたデザインや空間的特質を理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000142-01建築法規

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：後日発表　　

奥園　正美

◎－－－　概要　－－－◎

　建築法規は、建築技術者が社会に対して負っている責務を果
たすため、「建築物を造り、そしてこれを維持（使用）してい
くうえでの条件なり秩序として、社会的に要求される最低限の
基準」の修得を目的としている。具体的には、建築物の誕生か
ら滅失までの全期間にわたって建物が単体として具備しなけれ
ばならない構造、防火、衛生などに関する規定や、建物が集団
として、街や都市において要求される安全かつ合理的な土地利
用に関する規定からなる建築技術全般に係る法体系を理解する
ことにある。
　そこで本講義では、演習などを通して、具体的な法令の存在
の確認、次にその必要性の理解（立法趣旨）、そして、具体的
（技術的）にどう解決すべきものなのかを各建築関連の講義・
演習・設計などを常に念頭におきながら履修して欲しい。
　さらには、県庁等での、建築基準法関連行政の経験を活か
し、実際に携わった事例等を参考に、設計・施工に必要な知識
や課題解決手法等について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

集団規定・単体規定等を理解し、合法的な計画・設計・施工等
の実施のために基礎能力等を身に着けることができる。(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

国土交通省住宅局建築指導課編：「図解建築法規」、新日本法
規出版 2019年版（2019.3）（本体3,000円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

建築申請実務研究会編：「建築申請MEMO」、新日本法規出版
（2019年版）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

　建築法規は日頃からなじみがない文章のために難解であり、
しかも量が多く、多岐に渡っているが、建物の構築には絶対に
必要な法律である。そこで、基本的には設計・施工などの実務
上の必要に応じきれるような法律に関する能力を備える努力が
求められる。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

(1)本講義は技術法に関するもので、「法律」と名が付く通り、
他の講義に比べてなじみにくいが、実社会では最も重要な科目
のために次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解して
おくこと（60分）。
(2)隔週、授業の最後に、授業の内容に係るミニ試験を実施する
ので、復習しておくこと（60分）。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　期末試験を70％、小課題などを30％で評価する。小課題とし
て講義での要点や疑問点を理解するためにミニ試験を行い、試
験直後に解答を配布して、各自が復習を兼ねて自己学習を行う
ようにする。評価基準は到達目標の到達度を測るための問題を
出題する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　建築法規の体系の理解
（課題１）法令の形式、法令用語、法の構成と適用範囲に
ついての学習。
２　街づくりの体系
３　集団規定(1)
４　集団規定(2)
５　集団規定(3)
（課題２）都市計画法、建築基準法など我が
国の街づくり関係法の体系。地区計画と建築協定。諸外国
における街づくり手法。用途地域、容積率、建ぺい率など
による建物の形態制限の内容。建物の斜線制限、日影規
制、防火・準防火規制などについての基礎的な学習。
６　単体規定(1)
７　単体規定(2)
８　単体規定(3)
９　単体規定(4)
（課題３）建築物の安全性確保のための技術基準。建築物
とその敷地。建築物の構造強度。建築基準法と構造計算。
建築物の防火と避難施設などについての基礎的な学習。
10　建築基準の総括
11　基準法条文適用に関する演習(1)
12　基準法条文適用に関する演習(2)
13　基準法条文適用に関する演習(3)
14　基準法条文適用に関する演習(4)
15　基準法条文適用に関する演習(5)
（課題４）建物の用途・構造などに対応する法令のチェッ
ク方法と我々が陥りやすい問題点の把握とその解決方法。
建築士試験問題などを使って、広範な問題に対応した各条
文の具体的なチェックと同時に実践的な能力の確保を目指
す。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習・教育
到達目標の主としてＢ-2に関連する。



2019-7070000142-01建築法規

奥園　正美

◎建築:B-2

1.集団規定・単体規定等を理解し、合法的な計画・設計・施工等の実施のため
に基礎能力等を身に着けることができる。　(B-2)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002172-01コンピュータ構造解析法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の建築構造設計ではマトリックス法を用いて応力解析が行われている。
本講義はマトリックス法の理論の概要について述べた上で、コンピュータを用
いた演習を行い、建築骨組の応力性状を理解し、解析的センスを高めることが
目的である。
　建物の耐震性能の評価に当たっては、建物の終局耐力（塑性解析）や地震時
の応答挙動の解析も重要となる。そこで、建物の弾塑性特性や崩壊メカニズム
についてもコンピュータ演習を行うことにしている。
　なお、コンピュータ演習で得られた結果は、発表をしてもらうようにしてい
る。解析結果（レポート）の発表とディスカッションを行うことで、より深く
解析結果を理解するとともに考察する力を伸ばすようにしたい。
　本講義ではコンピュータを用いた演習を各自のパソコンにソフトをインス
トールして行うので、演習時にはコンピュータ（OSはWindows)の持参が必要で
ある。また、解析ソフトはテキストに含まれているのでテキストの購入も不可
欠である。
　建築の組織設計事務所での構造設計と監理の実務経験を活かして、実際の建
築構造設計で実践されているコンピュータ構造解析を紹介しながら講義を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)構造解析におけるマトリックス変位法の概念を学び、説明できる。(A -3)(知
識・理解)

(2)弾塑性解析の概要を学び、説明できる。(A-3)(知識・理解)

(3)構造解析による構造物の応力と変形の性状を理解して、解析結果について考
察できる。(A -3)(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

Excelで解く3次元建築構造解析／藤井大地著／丸善
ISBN ：978-4621075388 ／価格：3800円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

青山博之ほか　「マトリックス法による構造解析」　培風館、1988
藤井大地　「Excelで解く構造力学」　丸善、2003
崎元達郎　「構造力学[下]」　森北出版、1993
三好俊郎　「有限要素法入門」　培風館、1994
田村　武　「構造力学－仮想仕事の原理を通して－」　朝倉書店、2003
J.ロビンソン　「技術者のためのマトリックス構造解析法」　培風館、1979
H.C.マーチン　「マトリックス法による構造力学の解法」　培風館、1967

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

基礎的な解析理論の理解には、予習・復習が欠かせない。

コンピュータ演習の結果はレポートとして、次回の授業の時に提出する。演習
を授業時間内に終わらせることは難しいので、レポートの作成を含め自宅での
学習・実習が必要となる（90分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義でも基礎的な解析理論については説明することにしているが、「構造力
学の基礎Ⅲ」「骨組の構造力学」を受講しておくことが望ましい。

コンピュータ演習のレポートは、次の授業のときに発表をしてもらう。解析結
果（レポート）の発表とディスカッションを行うことで、より深く解析結果を
理解するとともに考察する力を伸ばすようにしたい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

本講義の評価は期末試験（40%）と到達目標の到達度を測るための課題の評価
（60%）を総合して行う。なお、課題としては毎回の講義での小課題とコン
ピュータ演習のレポート・討論が含まれる。

試験と演習の評価において、各到達目標が達成されているかどうかを判断す
る。評価基準は到達目標(3)が50%、(1)(2)が各25%ずつを目安とし、試験におい
ては到達目標(1)(2)の到達度を測るための問題を出題し、到達目標(3)は演習や課
題によって評価する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】建築構造解析の歴史：建築構造解析の発展と歴史を
概説する。

【2】たわみ角法とマトリックス法：たわみ角法とマト
リックス法を比較し、マトリックス法の特徴を理解する。

【3】構造物の塑性解析：構造物の塑性解析について概説
する。

【4】コンピュータ解析演習(1)：コンピュータを用いたト
ラス構造の解析演習を行う。

【5】コンピュータ解析演習(1)の結果発表と討論

【6】コンピュータ解析演習(2)：コンピュータを用いた
ラーメン構造の解析演習を行う。

【7】コンピュータ解析演習(2)の結果発表と討論

【8】コンピュータ解析演習(3)：コンピュータを用いた
ラーメン構造の解析演習を行う。

【9】コンピュータ解析演習(3)の結果発表と討論

【10】コンピュータ解析演習(4)：コンピュータを用いた
ラーメン構造の解析演習を行う

【11】コンピュータ解析演習(4)の結果発表と討論

【12】コンピュータ解析演習(5)：コンピュータを用いた塑
性解析の演習を行う。

【13】コンピュータ解析演習(5)の結果発表と討論

【14】コンピュータ解析演習(6)：コンピュータを用いた塑
性解析の演習を行う。

【15】コンピュータ解析演習(6)の結果発表と討論

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目は建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
B-2に関連する。
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吉澤　幹夫

◎建築総合ｺ:A-3

1.(1)構造解析におけるマトリックス変位法の概念を学び、説明できる。(A -3)
　(A-3)

2.(2)弾塑性解析の概要を学び、説明できる。(A-3)　(A-3)

3.(3)構造解析による構造物の応力と変形の性状を理解して、解析結果について
考察できる。(A -3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。

◎建築設・計:A-3

1.(1)構造解析におけるマトリックス変位法の概念を学び、説明できる。(A -3)
　(A-3)

2.(2)弾塑性解析の概要を学び、説明できる。(A-3)　(A-3)

3.(3)構造解析による構造物の応力と変形の性状を理解して、解析結果について
考察できる。(A -3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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吉澤　幹夫

◎建築構造ｺ:A-3

1.(1)構造解析におけるマトリックス変位法の概念を学び、説明できる。(A -3)
　(A-3)

2.(2)弾塑性解析の概要を学び、説明できる。(A-3)　(A-3)

3.(3)構造解析による構造物の応力と変形の性状を理解して、解析結果について
考察できる。(A -3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002140-01集住建築論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

趙　翔

◎－－－　概要　－－－◎

都市の発展につれてこのような「集まって住む」(以下：集住と言い)社会
のニーズがますます高まり、「不特定多数の人々の住要求」(以下：不特
定多数の住と言い)という社会問題を解決するための集合住宅建築法は、
これまでの実践で大きな貢献をした。しかし、このプロセスにおいて、集
合住宅建築の手法で「集住」という社会的なニーズに対応することは、す
でに限界が現れてきた。それは、人々が生活の中で「集住」について新し
い認識を持つようになったからである。ライフサイクルの時間軸から見れ
ば、高齢化社会の需要に従い、「銀髪住宅」というような新しいタイプの
「集住」建築スタイルが生まれてきた。生活の空間軸から見れば、一定期
間の「不特定多数の住」に対応する高齢者施設、病院なども「集住」とい
う特徴を持つ建築と言える。そのため、「集住」建築の範囲は、人々の居
住時間の長さを考えるだけではなく、その空間的位置の要素も考える必要
がある。それは「不特定多数の住」――誕生から死亡までに必要な一連の
建築物であり、その関連知識は「集住建築論」の構想と内容の枠組みであ
る。
講義内容は、人間が少年から老年までのライフサイクルに従い、集合住
宅、銀髪住宅、高齢者施設建築および日本人の80％以上の生死にかかわる
病院建築と短期間で一時的に「不特定多数の住」に応える旅館、ホテル建
築も学ぶ。
本科目の担当教員は授業の内容に合わせて、自身の設計実務経験を取り入
れ、多様な角度から建築計画・設計の知識や実際の応用における問題意識
と解決案等を解説する。
多視点（文字、図表、写真）の方式を使ってその計画内容を解説するが、
講義はスライド形式で進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)「集住建築」の変遷と時代との関係が理解できる。(知識・理解)

(2)「集住建築」の敷地から部屋までの計画が理解できる。(知識・理解)

(3)「集住建築」の平面計画と設計との関係が理解できる。(知識・理解)

(4)「集住建築」の今後の方向が理解できる。(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。図版等のプリントをその都度配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「新建築学大系7　住居論」　　　（彰国社）
「新建築学大系31　病院の設計 第二版」　    （彰国社）
「建築計画・設計シリーズ14　高齢者施設」（市ヶ谷社）
「建築設計資料集成（居住・宿泊・福祉／医療)」（丸善）
「Contemporary Japanese Houses」（Images）
「Minshuku: Japanese-style Guesthouses」（Images）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、確認するために、予習
復習(60分)が不可欠である。授業では小課題や小テストを実施することで
それをチェックする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義中に配布する資料等は、繰返し取り上げるのでファイルして大切に保
管すること。
自ら学ぼうとする積極的な姿勢で履修することが何よりも大切である。ま
た、オフィスアワーやその他の時間を利用し、担当者や同級生に積極的に
質問すること。

◎－－－　評価基準及び方法　－－－◎

期末試験及び毎回授業後に実施する小課題の内容から評価する。小課題は
到達目標の達成度と授業進行状況を把握する根拠であり、成績評価に占め
るウエイトは35％である。期末試験を65％として評価する。そのうち、到
達目標の達成度が成績評価に占めるウエイトはおおよそ(1)、 (2)、(3)、(4)
がそれぞれ25％である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.医療福祉施設建築１:医療施設１(病院の実物空間／機能
体系と部門内容と範囲／規模設定)
02.医療福祉施設建築２:医療施設２(ゾーニング計画／部門
構成／日本と海外の実例)
03.医療福祉施設建築３:高齢者施設１(高齢者生活と基本的
な考え方）
04.医療福祉施設建築４:高齢者施設２(施設の構成要素／条
件の把握と全体構成／計画上要点）
05.医療福祉施設建築５:高齢者施設３(施設の構成要素／条
件の把握と部分構成／計画上要点）
06.集住と集合住宅建築変遷と社会:時代と物の流れ／住宅
の流れ／防災・復興・高度成長期／量・質の時代
07.集合住宅建築の計画言語:階段・ライトコート等７つの
局部の計画場所、方針、方法と実例
08.概念と平面計画:食寝分離論と住戸の類型及び設計・計
画のコンセプト
09.全体計画について:敷地の分析とデザインのプロセス
10.住戸計画について:住戸の建築計画・設計論
11.住棟計画について:住棟の建築計画・設計論
12.今後の動向:今後の計画・設計傾向と住宅の再生
13.宿泊建築１:ホテル流れ／シティホテル／ビジネスホテ
ル／コミュニティホテル
14.宿泊建築２:リゾートホテル／旅館の流れ／旅館(温泉・
海浜・自然)
15.総括:社会資本の集住建築／計画の位置付けと設計者の
役割等。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコース
の学習・教育到達目標の主としてB-2に関連する。
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趙　翔

◎建築:A-3

1.(1)「集住建築」の変遷と時代との関係が理解できる。　(A-3)

2.(2)「集住建築」の敷地から部屋までの計画が理解できる。　(A-3)

3.(3)「集住建築」の平面計画と設計との関係が理解できる。　(A-3)

4.(4)「集住建築」の今後の方向が理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

黒瀬　重幸、趙翔、鮎川透、田中俊彰、井手健一郎、松山将勝、田中康裕、太記祐一、池添昌幸、宮崎慎也、四ケ所高志、松永一郎、西野雄一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本設計は3年次までのまとめとして行う設計課題である。実社会で
の設計活動を視野に入れ、「公共複合施設」をテーマに現地調査、討
論、構想図、スタディ模型製作により設計を進める。
　設計のプロセスを重要視する。設計エスキス等のチェックを受ける
ことを条件とする。
　建築設計事務所での勤務経験を活かし、敷地調査からエスキス、プ
レゼン用図面および模型の作成、プレゼンでの話題の組み立て方、さ
らにスケジュール管理等について具体的に指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)設計のための調査、資料収集ができる。(技能)

(2)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討
論を通じて作品のコンセプト及び説明、スケジュール管理ができる。
(技能)

(3)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討
論を通じて建築の複数の分野と関連して計画・設計することができ
る。(技能)

(4)建築の諸要素を組織し、図面、パース、ＣＧ、模型製作などの手法
を用いて表現できる。(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

課題内容によってはプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本建築学会編「コンパクト建築設計資料集成」丸善
日本建築学会編「建築設計資料集成7　建築－文化」丸善
日本建築学会編「まちづくりデザインのプロセス」丸善
「図説都市空間の構想力」学芸出版社

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義中に配付する資料は、繰返し取り上げるのでファイルして大切
に保管すること。また、授業ごとにエスキス等のホームワークを課す
ので、きちんと行うこと（180分）。エスキスは、紙ベースで検討す
るので、必ずトレース紙に手書きか、CADデータをプリントアウトし
て持参すること。演習授業での製図および模型製作作業に加えて作業
の進捗状況に応じ授業時間外に製図および模型製作作業を行うこと
（270分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　それぞれの課題の提出期限を厳守すること。
　なお、本科目の履修は、原則として建築設計Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの単位を取
得していることが望ましい。また、卒業計画で設計を選択する学生も
原則として建築設計Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと総合設計Ⅰ、Ⅱの単位を取得してい
ることが望ましい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　現地調査レポートを到達目標(1)について評価する。設計エスキス及
び図面、模型、説明資料及びスケジュール管理を到達目標(2) につい
て評価する。設計エスキスを到達目標(3) について評価する。提出模
型・図面を到達目標(1)、(2)、(3)、(4)について評価する。到達目標(1)
が20%、(2)が20%、(3)が30%、(4)が30%、を目安として評価する。第
1課題、第2課題のすべての成果品を提出し、両方の講評会に出席して
質疑に答え、それぞれ60点以上であることが単位修得の条件である。
講評会をもってフィードバックとする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1～5、7～14回は担当：黒瀬・趙・鮎川・田中（俊）・
井手・松山・田中（康）】
【6、15回は担当：黒瀬・趙・鮎川・田中（俊）・井手・
松山・田中（康）・太記・池添・宮崎・四ヶ所・松永・西
野】
1、課題の説明・講義 設計課題の内容説明と設計方
法、調査研究の方法についてオムニバス形式の講義を行
う。
2、資料収集・現地調査１　資料収集、現地調査に関して
グループ別に発表し、討論を行う。
3、設計課題1のエスキスチェック。
4、設計課題1の作品の製作1。
5、設計課題1の作品の製作2。
6、設計課題1の作品提出・講評会：資料収集・現地調査に
基づく作品を展示・発表し講評を受ける。
7、設計課題2のエスキスチェック１　グループ別に設計課
題2のエスキスの第１回目のチェックを行う。
8、設計課題2のエスキスチェック２　グループ別に設計課
題2のエスキスの第２回目のチェックを行う。
9、設計課題2のエスキスチェック３　グループ別に設計課
題2のエスキスの第３回目のチェックを行う。
10、設計課題2の製図と模型製作１ 設計意図の図面化およ
び模型の製作を行う。
11、設計課題2の製図と模型製作２ 設計意図の図面化およ
び模型の製作を行う。
12、設計課題2の作品提出・返却：作品（図面・模型）を
提出し、修正加筆の指示を受ける。
13、卒業設計優秀作品審査会聴講
14、設計課題2の作品提出・返却：作品（図面・模型）を
提出し、修正加筆の指示を受ける。
15、設計課題2の講評会：作品（図面・模型）を再提出の
上、展示・発表し講評を受ける。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてＣ－１、Ｃ－２、Ｃ－
３、Ｃ－４と関連する。
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黒瀬　重幸、趙翔、鮎川透、田中俊彰、井手健一郎、松山将勝、田中康裕、太記祐一、池添昌幸、宮崎慎也、四ケ所高志、松永一郎、西野雄一郎

◎建築総合ｺ:B-1,B-2,B-3,B-4

1.(1)設計のための調査、資料収集ができる。　(B-3)

2.(2)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討論を通
じて作品のコンセプト及び説明、スケジュール管理ができる。　(B-4)

3.(3)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討論を通
じて建築の複数の分野と関連して計画・設計することができる。　(B-2)

4.(4)建築の諸要素を組織し、図面、パース、ＣＧ、模型製作などの手法を用い
て表現できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。

◎建築設・計:B-1,B-2,B-3,B-4

1.(1)設計のための調査、資料収集ができる。　(B-3)

2.(2)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討論を通
じて作品のコンセプト及び説明、スケジュール管理ができる。　(B-4)

3.(3)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討論を通
じて建築の複数の分野と関連して計画・設計することができる。　(B-2)

4.(4)建築の諸要素を組織し、図面、パース、ＣＧ、模型製作などの手法を用い
て表現できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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黒瀬　重幸、趙翔、鮎川透、田中俊彰、井手健一郎、松山将勝、田中康裕、太記祐一、池添昌幸、宮崎慎也、四ケ所高志、松永一郎、西野雄一郎

◎建築構造ｺ:B-1,B-2,B-3,B-4

1.(1)設計のための調査、資料収集ができる。　(B-3)

2.(2)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討論を通
じて作品のコンセプト及び説明、スケジュール管理ができる。　(B-4)

3.(3)作品の制作プロセス（エスキス）において担当教員や学生同士の討論を通
じて建築の複数の分野と関連して計画・設計することができる。　(B-2)

4.(4)建築の諸要素を組織し、図面、パース、ＣＧ、模型製作などの手法を用い
て表現できる。　(B-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002207-01総合設計Ⅱ

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限～３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

趙　翔、黒瀬重幸・太記祐一・池添昌幸・宮崎慎也・四ヶ所高志・松永一郎・西野雄一郎

◎－－－　概要　－－－◎

一年生からおこなってきた設計製図関連科目の最後に位置するのが、総合設計IIで
ある。この授業では、これまでおこなってきた単体の建築物や複合施設の設計を
発展させ、都市的な問題に取り組んでいきたい。景観と建築の関係、周辺環境と
建築の調和、歴史的な文脈と建築のかかわり、都市空間のあり方などを踏まえ
て、現代の都市が抱える様々な問題から集まって住む＝「集住」ということを取
り上げ提案をおこなっていこう。
技術的には、抽象的な課題から具体的な建築をいかに生み出していくのかが問わ
れるだろう。また理念的には、我々の大半が生活する都市環境の今後をどう考え
ていくのかが大きなテーマとなる。「集住」を中心に関連する様々なポイントを
踏まえ、単なる設計や製図だけでなく、資料収集・文献読解・現地調査・議論と
プレゼンテーションなど多角的な作業をおこなうことで、独創的かつ説得力のあ
る作品を提案することを期待する。
授業計画は、履修者と教員全員が参加するもの（課題説明、前課題発表、後課題
講評会）、及び学生が教員ごとに分かれておこなう作業（エスキス）からなって
いる。エスキスは原則、授業時間の始めと終わりの間に担当者の指示により２回
ぐらいのチェックを受けること。
授業はグループの形で行われる。各グループの教員は企業での実務経験も含め、
様々な経験をもとに大学で設計について学ぶべき内容を解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現状の調査・分析に基づき、全体の作業計画を具体的に立案することができる。
(知識・理解)

作業計画に基づいて、自主的かつ自律的に作業を遂行することができる。(技能)

作業計画に基づき、様々な要素に配慮した新しい作品を、企画・立案し設計提案
することができる。 (技能)

計画および作品を総合的にプレゼンテーションすることができる。
(技能)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しない。必要に応じて指示する。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

他の設計演習と同様、毎回欠かさず出席することが前提である。エスキスは紙
ベースでおこなうのでCADを用いる場合、必ず正しいスケールでプリントアウト
した図面を用意すること。
　また毎週様々な準備が必要不可欠となるが、これまでと違い担当教員の指示で
はなく、学生が自律的に作業を進めているかも評価の対象となる。毎回エスキス
チェック時に個別に課題を示すので、週２回（360分）以上は作業日をもうけて課
題を進めること。
　なお講義中に配布する資料は、繰り返し使用するのでファイルに大切に保管す
ること。計画対象の敷地などについては、休日などを利用し、実際の敷地とその
周辺を調査し、地域の景観や実態を確かめること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

建築設計I～IIIおよび総合設計Iの単位を修得していることが望ましい。また卒業計
画で設計を選択する者には、総合設計IIの単位を取得することを強く要望する。卒
業計画（設計）へ向けての最後の準備の意味もあるので、しっかり学修するこ
と。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

以下の四点を同じ比重（それぞれ25％）で総合的に評価する。なお各項目とも
60％以上の評価を受けることが単位取得の条件である。
(1)前課題発表の内容[到達目標C-3]。現状分析に基づくコンセプトの提示と「コ
ア」的な空間や形態の提案、これまでの成果を踏まえ、具体的な今後の作業計画
を示すこと。
(2)毎回の講義・ディスカッション・エスキスの作業内容[到達目標C-4]。前課題発
表で示した作業計画に従って、毎回、修正を加えつつ自律的に作業を進めるこ
と。
(3)最終提出された作品の内容[到達目標C-2]。都市的（あるいは歴史的）な文脈を
踏まえた、独創的（あるいは複合的ないし現実的）なものであること。
(4) 前課題発表と後課題講評会におけるプレゼンテーション[到達目標B-3]。自分の
提案を時間内に過不足なく説明すること。講評会では全員が発表し、それぞれの
作品についてフィードバックとして講評が行われる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

[1～5、7～14回担当:趙･黒瀬･太記･池添･宮崎]
[6、15回担当:趙･黒瀬･太記･池添･松永･宮崎･四ヶ所･西野]
01.課題説明:課題のテーマ・内容・進め方を説明する。
02.基本構想:資料・敷地調査をアイディアと関連づけなが
ら現状分析をおこない、レポートを提出する。
03.前課題設計1:基本コンセプトに対して出来るだけ沢山の
アイディアを提出し、基本的な設計方針を確定する。
04.前課題設計2:自分の構想に類似した、既存の作品の調
査・分析をおこない「コア」的な空間や形態を確定する。
05.作品作成:分析と作業を踏まえた、オリジナルな作品構
想を模型も含め提示しチェックを受ける。
06.前課題発表:基本コンセプトと準備した図面を提示し、
構想(空間や形態)と設計目標を全員の前で発表する。
07.後課題設計1:前課題発表の内容を点検し、「コア」的な
空間や形態を発展し、チェックを受ける。
08.後課題設計2:前回のチェックの内容を踏まえ、設計を再
度練り直し、チェックを受ける。
09.後課題設計3:住戸レベルから街区レベルまで、様々なス
ケールで設計を検討・確認する。
10.作品作成1:これまでの内容を踏まえ、基本的な各種図面
（平面中心）を作成する。
11.作品作成2:これまでの内容を踏まえ、基本的な各種図面
（立、断面中心）を作成する。
12.作品作成3:続いてパース、アクソメ、模型などを作成す
る。
13.提出準備1:図面のレイアウトなどプレゼンテーションの
計画を説明する、チェックを受ける。
14.提出準備2:提出予定の図面と模型のチェックを受ける。
15.後課題講評会:作品を提出し、全員にプレゼンテーショ
ンをおこない講評を受ける。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコース
の学習・教育到達目標の主としてB-3、C-2、C-3、C-4に関
連する。
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趙　翔、黒瀬重幸・太記祐一・池添昌幸・宮崎慎也・四ヶ所高志・松永一郎・西野雄一郎

◎建築総合ｺ:A-3,B-2,B-3,B-4

1.現状の調査・分析に基づき、全体の作業計画を具体的に立案することができ
る。　(A-3)

2.作業計画に基づいて、自主的かつ自律的に作業を遂行することができる。　
(B-2)

3.作業計画に基づき、様々な要素に配慮した新しい作品を、企画・立案し設計
提案することができる。 　(B-3)

4.計画および作品を総合的にプレゼンテーションすることができる。
　(B-4)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。

◎建築設・計:A-2,B-2,B-3,B-4

1.現状の調査・分析に基づき、全体の作業計画を具体的に立案することができ
る。　(A-2)

2.作業計画に基づいて、自主的かつ自律的に作業を遂行することができる。　
(B-2)

3.作業計画に基づき、様々な要素に配慮した新しい作品を、企画・立案し設計
提案することができる。 　(B-3)

4.計画および作品を総合的にプレゼンテーションすることができる。
　(B-4)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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趙　翔、黒瀬重幸・太記祐一・池添昌幸・宮崎慎也・四ヶ所高志・松永一郎・西野雄一郎

◎建築構造ｺ:A-3,B-2,B-3,B-4

1.現状の調査・分析に基づき、全体の作業計画を具体的に立案することができ
る。　(A-3)

2.作業計画に基づいて、自主的かつ自律的に作業を遂行することができる。　
(B-2)

3.作業計画に基づき、様々な要素に配慮した新しい作品を、企画・立案し設計
提案することができる。 　(B-3)

4.計画および作品を総合的にプレゼンテーションすることができる。
　(B-4)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000210-01造形実習Ⅰ「TA-a」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

前野　計太

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、建築を絵画や彫刻などと共通する造形芸術とみなし、それらを含む多様な造形芸術
表現の享受と創作活動に携わる上で必要な基礎的な理論的知識と実践的技術の習得を目的とす
る。なお、造形芸術全般が①絵画的な「平面」構成→②彫刻的な「立体」構成→③建築的な「空
間」構成という順序で複雑化するという想定に基づき、1年次後期開講の本科目では主に①に関
連する主題に特化した授業プログラムが組まれており、②③に関しては前記開講の「造形実習
Ⅱ」で取り扱われる。したがって、本科目は「造形実習Ⅱ」と連携して１つの全体を成す授業内
容編成になっているので、両科目あわせて履修することが望ましい。また本科目は、隔週形式
（2週間に1回の授業形式）で、1回分の授業が毎回2時限連続で行われる。具体的な授業内容とし
ては、原則として毎回個別の主題に基づき、授業前半は主題の内容に関する講義・解説および、
いくつかの参考作品を例示した具体的な作品課題の説明に当て、授業後半を実際の課題作品の制
作実習に当てる形で進める。なお各授業の主題内容に関しては授業計画を参照すること。
　本教科の担当者は建築の専門家ではないが、現代美術の実作者として海外での長期滞在制作を
含む多数の美術館やギャラリー等でのインスタレーション作品の企画展示や、パブリック・アー
トの制作経験に基づき、絵画や彫刻作品とは異なる建築作品に要請される公共性や社会的責任の
重要性に留意すると共に、現代の先端的な芸術全般の状況理解に通じるような実践的な授業を目
指したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。(知識・理解)

2)西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠近法を基本的に理解
できる。(知識・理解)

3)近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を習得できる。(知
識・理解)

4)水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知識を理解できる。
(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定まったテキストは使用しないが、実習課題の内容に応じてテキストをコピーして配付する
ことがある。

◎－－－　参考書　－－－◎

金子隆芳著『色彩の科学』（岩波新書）　ISBN 978-4004300441
小町谷朝生著『色彩のアルケオロジー』（勁草書房）　ISBN 978-4326850907
小町谷朝生著『視覚の文化』（勁草書房）　ISBN 978-4326152346

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

各課題作品には個別の主題があり、作品の制作実習にはその主題内容の基本的理解が不可欠の条
件となるので、授業計画および参考書などにより、次回の課題の主題内容を予習（60分）し、ま
た各授業前半の講義・解説の際に不明な疑問点があれば必ず積極的に質問すること。また授業時
間内に課題作品の制作が完了しなかった場合は、次回の授業までに事前に完成させておくこと
（180分）。なお、各課題の評価に際しては、学生の予習復習の成果も評価の対象とする。特に
最後の自由制作に関しては、各自の自発的な創意工夫と事前の構想プランが重要な評価対象とな
るので、できるだけ早く作品計画を立てて、制作に取り組むこと。

 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習中心の授業内容なので、実作業にともなう用具の持参が毎回必用である。基本的なものとし
ては、スケッチブック、鉛筆類、定規、コンパス、水彩用具一式、ハサミ、カッターなど。その
他に関しては、そのつど指示する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

5つの提出課題作品に関して、それぞれを20点満点として配分し、下記の評価基準によって採
点。

●課題1「鉛筆デッサン」B3ケント紙

モチーフの形状、陰影の諧調の変化に関する正確な立体的描写力、および素材（紙）の材質感の
表現力に関する技術的完成度、洗練度の高低を基準に評価。

●課題2「黄金比と遠近法を主題にした作図」B3ケント紙

指示通りの作図の正確さ、描線の均一性、構図上の視覚的安定感等に関する総合的な製図技術力
の高低を基準に評価。

●課題3「色立体を主題にした色彩構成」B4ケント紙

基本となる選択した4つの基本色に関する彩色描写の正確さ、均一でフラットな彩色表現技術の
洗練度、混色による正確なグラデーション彩色表現に関する技術的完成度の高低を基準に評価。

●課題4「視覚混合および色の対比を主題にした色彩構成」B3ケント紙

繊細な線描あるいは点描的な彩色表現の技術的洗練度、平面分割の構図およびその配色構成力に
関する美的な調和、統一感の高低、および均一でフラットな彩色表現技術の洗練度の高低を基準
に総合的に評価。

●課題5「色彩表現に基づく自由制作」B3ケント紙

発想やアイデアの独創性、構図や配色構成に関する美的な調和、統一感、彩色表現や描写技術の
洗練度の高低等を基準に総合的に評価。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　導入（講義）
「造形実習Ⅰ」の具体邸な授業内容、プログラムについて
導入の講義を行う。スライドによる自作の解説を行う。

②～③　デッサン
鉛筆によるデッサンの実習を行う。

④～⑤　遠近法とイリュージョン
遠近法とイリュージョンに関して概説し、これを主題とし
た課題作品を制作する。

⑥～⑦　黄金分割とプロポーション
黄金分割とプロポーションに関して概説し、これを主題と
した課題作品を制作する。

⑧～⑨　色彩構成(1)
色立体に基づく色彩学および色彩理論について概説し、色
立体を主題とした課題作品を制作する。

⑩～⑪　色彩構成(2)
混色、および色の対比について概説し、これを主題とした
課題作品を制作する。

⑫～⑬　色彩構成（3）
配色理論について概説し、これを主題とした課題作品を制
作する。

⑭～⑮　色彩表現による自由制作
色彩表現による自由制作を行う。

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

総合コース　　　：必修・○選択
設計・計画コース：必修・○選択
構造コース　　　：必修・○選択

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習・教育
到達目標の主としてB-2に関連する。



2019-7070000210-01造形実習Ⅰ「TA-a」

前野　計太

◎建築:A-3

1.1)鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。　(A-3)

2.2)西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠
近法を基本的に理解できる。　(A-3)

3.3)近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を
習得できる。　(A-3)

4.4)水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知
識を理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000210-02造形実習Ⅰ「TA-b」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

前野　計太

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、建築を絵画や彫刻などと共通する造形芸術とみなし、それらを含む多様な造形芸術
表現の享受と創作活動に携わる上で必要な基礎的な理論的知識と実践的技術の習得を目的とす
る。なお、造形芸術全般が①絵画的な「平面」構成→②彫刻的な「立体」構成→③建築的な「空
間」構成という順序で複雑化するという想定に基づき、1年次後期開講の本科目では主に①に関
連する主題に特化した授業プログラムが組まれており、②③に関しては前記開講の「造形実習
Ⅱ」で取り扱われる。したがって、本科目は「造形実習Ⅱ」と連携して１つの全体を成す授業内
容編成になっているので、両科目あわせて履修することが望ましい。また本科目は、隔週形式
（2週間に1回の授業形式）で、1回分の授業が毎回2時限連続で行われる。具体的な授業内容とし
ては、原則として毎回個別の主題に基づき、授業前半は主題の内容に関する講義・解説および、
いくつかの参考作品を例示した具体的な作品課題の説明に当て、授業後半を実際の課題作品の制
作実習に当てる形で進める。なお各授業の主題内容に関しては授業計画を参照すること。
　本教科の担当者は建築の専門家ではないが、現代美術の実作者として海外での長期滞在制作を
含む多数の美術館やギャラリー等でのインスタレーション作品の企画展示や、パブリック・アー
トの制作経験に基づき、絵画や彫刻作品とは異なる建築作品に要請される公共性や社会的責任の
重要性に留意すると共に、現代の先端的な芸術全般の状況理解に通じるような実践的な授業を目
指したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。(知識・理解)

西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠近法を基本的に理解で
きる。(知識・理解)

近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を習得できる。(知識・
理解)

水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知識を理解できる。(知
識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定まったテキストは使用しないが、実習課題の内容に応じてテキストをコピーして配付する
ことがある。

◎－－－　参考書　－－－◎

金子隆芳著『色彩の科学』（岩波新書）　ISBN 978-4004300441
小町谷朝生著『色彩のアルケオロジー』（勁草書房）　ISBN 978-4326850907
小町谷朝生著『視覚の文化』（勁草書房）　ISBN 978-4326152346

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

各課題作品には個別の主題があり、作品の制作実習にはその主題内容の基本的理解が不可欠の条
件となるので、授業計画および参考書などにより、次回の課題の主題内容を予習（60分）し、ま
た各授業前半の講義・解説の際に不明な疑問点があれば必ず積極的に質問すること。また授業時
間内に課題作品の制作が完了しなかった場合は、次回の授業までに事前に完成させておくこと
（180分）。なお、各課題の評価に際しては、学生の予習復習の成果も評価の対象とする。特に
最後の自由制作に関しては、各自の自発的な創意工夫と事前の構想プランが重要な評価対象とな
るので、できるだけ早く作品計画を立てて、制作に取り組むこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習中心の授業内容なので、実作業にともなう用具の持参が毎回必用である。基本的なものとし
ては、スケッチブック、鉛筆類、定規、コンパス、水彩用具一式、ハサミ、カッターなど。その
他に関しては、そのつど指示する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

5つの提出課題作品に関して、それぞれを20点満点として配分し、下記の評価基準によって採
点。

●課題1「鉛筆デッサン」B3ケント紙

モチーフの形状、陰影の諧調の変化に関する正確な立体的描写力、および素材（紙）の材質感の
表現力に関する技術的完成度、洗練度の高低を基準に評価。

●課題2「黄金比と遠近法を主題にした作図」B3ケント紙

指示通りの作図の正確さ、描線の均一性、構図上の視覚的安定感等に関する総合的な製図技術力
の高低を基準に評価。

●課題3「色立体を主題にした色彩構成」B4ケント紙

基本となる選択した4つの基本色に関する彩色描写の正確さ、均一でフラットな彩色表現技術の
洗練度、混色による正確なグラデーション彩色表現に関する技術的完成度の高低を基準に評価。

●課題4「視覚混合および色の対比を主題にした色彩構成」B3ケント紙

繊細な線描あるいは点描的な彩色表現の技術的洗練度、平面分割の構図およびその配色構成力に
関する美的な調和、統一感の高低、および均一でフラットな彩色表現技術の洗練度の高低を基準
に総合的に評価。

●課題5「色彩表現に基づく自由制作」B3ケント紙

発想やアイデアの独創性、構図や配色構成に関する美的な調和、統一感、彩色表現や描写技術の
洗練度の高低等を基準に総合的に評価。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　導入（講義）
「造形実習Ⅰ」の具体邸な授業内容、プログラムについて
導入の講義を行う。スライドによる自作の解説を行う。

②～③　デッサン
鉛筆によるデッサンの実習を行う。

④～⑤　遠近法とイリュージョン
遠近法とイリュージョンに関して概説し、これを主題とし
た課題作品を制作する。

⑥～⑦　黄金分割とプロポーション
黄金分割とプロポーションに関して概説し、これを主題と
した課題作品を制作する。

⑧～⑨　色彩構成(1)
色立体に基づく色彩学および色彩理論について概説し、色
立体を主題とした課題作品を制作する。

⑩～⑪　色彩構成(2)
混色、および色の対比について概説し、これを主題とした
課題作品を制作する。

⑫～⑬　色彩構成（3）
配色理論について概説し、これを主題とした課題作品を制
作する。

⑭～⑮　色彩表現による自由制作
色彩表現による自由制作を行う。

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

総合コース　　　：必修・○選択
設計・計画コース：必修・○選択
構造コース　　　：必修・○選択

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習・教育
到達目標の主としてB-2に関連する。



2019-7070000210-02造形実習Ⅰ「TA-b」

前野　計太

◎建築:A-3

1.鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。　(A-3)

2.西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠近
法を基本的に理解できる。　(A-3)

3.近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を習
得できる。　(A-3)

4.水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知識
を理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070001001-01ランドスケープデザイン論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

西川　真水

◎－－－　概要　－－－◎

ランドスケープとは、土地の自然や人々の営みが生み出した土地固有
の風景というとらえ方である。ランドスケープデザインは人間を中心
に、「自然」環境と「社会」環境の良好な関係を形成し、人の営みの
ある、心地よく、安全で、文化的な、美しい風景を生みだす創造的行
為だと言える。本講義の前半では、主に「にわ」スケールからはじ
め、「都市」スケールまでを中心に、歴史的展開の中で主要なデザイ
ナーと作品（空間）、さらにはその社会的背景について学ぶ。講義後
半では、「自然」環境と「社会」環境からなる地域らしさの読み取り
によってにわ・都市・農村から生物の生息空間、地域環境まで広義に
ランドスケープデザインの思想や潮流、実践の手法を学ぶ。
造園設計の実務経験を活かし、現代において建築技術者は単にモノと
して空間を創造するのみならず、環境的視点・風景的視点をもって自
然と共生する都市づくり、地域づくり、生活空間づくりを求められる
よになっており、その教養となる基礎的な知識や方法を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ランドスケープの対象と意味、ランドスケープデザインの歴史につ
いて学び、説明できる。(態度・志向性)

②地域の風土・景観・文化等の特性を活かした建築を考えるためのラ
ンドスケープデザインの事例や方法の知識を学び、説明できる。(態
度・志向性)

③建築技術者として、外部空間・緑のデザインのあり方や技術につい
て理解し、説明できる。(態度・志向性)

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。
講義に対応したプリント（スライド・ノート）を配布し使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本造園学会監修「ランドスケープのしごと」彰国社　ISBN：
978-4395006403
内山正雄　編「都市緑地の計画と設計」彰国社　ISBN：
978-4395002320
武田史朗、山崎亮、長濱伸貴　編著「テキスト ランドスケープデザ
インの歴史」学芸出版社　ISBN： 978-4761531874

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

本講義は、造園を中心に土木、都市計画、生態学などの分野に関わる
項目により構成する。特に「緑」を活用した外部環境・空間を取り扱
い、専門的な技術論だけではなく、その考え方、理念などをなるべく
事例を通して説明・紹介する。
講義では基本的に各回ごとに授業ノート・資料を配布する。しっかり
と要点を整理しておくこと。
講義中は、私語等で他人に迷惑をかけないように心掛け、受講中は携
帯の電源は切るか、マナーモードにしておくこと。

◎－－－　成績評価の方法と基準　－－－◎

期末試験を７０％、レポート課題・ノートを３０％として評価する。
期末試験においては評価基準を授業の到達目標①４０％、②３０％、
③３０％を基準として評価する。
レポート課題は到達目標①および②の視点で説明がされているか、オ
リジナリティのある視点が存在しているかを基準に評価する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ランドスケープデザインとは①
ランドスケープデザインの空間と領域を概説する。
２．ランドスケープデザインとは②
ランドスケープという言葉が持つ意味や、その意義について
学ぶ。
３．日本庭園の系譜①
日本の庭園史からランドスケープデザインを学ぶ。「にわ」
の発生から「枯山水」までを学ぶ。
４．日本庭園の系譜②
「茶庭・露地」から江戸時代の「大名庭園」、明治時代の
「別荘庭園」までを学ぶ。
５．西洋の庭園の系譜
中世・近世のヨーロッパ（スペイン・イタリア・フランス・
イギリス）の庭園と様式について学ぶ。
６．都市公園の発祥①
産業革命以降、近代化の中で都市環境技術として展開した都
市公園・ランドスケープデザイン、そしてその職能の確立に
ついて学ぶ。
７・日本における都市公園の発祥②
制度として誕生した都市公園のデザイン、その影響について
学ぶ。
８．都市環境とにわ
日本庭園の代表的技法から貸景のまちづくりについて考え
る。
９．地域デザインとしてのランドスケープ
里山、社叢林、街路樹、都市公園から路傍の草まで私達を取
り巻くデザインの要素から現代のランドスケープデザインを
考える。
１０．建築空間のランドスケープデザイン①
現代都市空間のランドスケープデザインについて事例をもと
に学ぶ。
１１．建築空間のランドスケープデザイン②
住宅地環境・エクステリアに活用されるランドスケープデザ
インの事例や方法を学ぶ。
１２．植栽のデザイン
特に植物・生態学視点と植栽技術、いきもの技術について要
点を学ぶ。
１３・アーバニズムとランドスケープデザイン
ランドスケープアーバニズム、グリーンインフラなど現代の
潮流について学ぶ。
１４．福岡・九州のランドスケープデザイン
福岡・九州らしいランドスケープデザインとは何か、実際の
デザインを事例に特色を概説し、その植物材料や環境の取り
扱いを考える。
１５．まとめ
これまでの授業の復習とまとめを行う。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・講義した配布ノートはメモなどを追加し、ファイリングし
整理すること（20分）。
・授業内で紹介した空間、人物、キーワードなどについてわ
からないことは調べて配布ノートに記載すること（60分）。
・講義内で福岡市内および近郊の代表的なランドスケープ空
間を紹介する。時間がある際に、実際に空間の見学などを行
うこと（全体で120分程度）。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付 け　－－
－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコースの
学習・教育到達目標の主としてＡ－１に関連する。



2019-7070001001-01ランドスケープデザイン論

西川　真水

◎建築総合ｺ:C-1

1.①ランドスケープの対象と意味、ランドスケープデザインの歴史について学
び、説明できる。　(C-1)

2.②地域の風土・景観・文化等の特性を活かした建築を考えるためのランドス
ケープデザインの事例や方法の知識を学び、説明できる。　(C-1)

3.③建築技術者として、外部空間・緑のデザインのあり方や技術について理解
し、説明できる。　(C-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。

◎建築設・計:C-1

1.①ランドスケープの対象と意味、ランドスケープデザインの歴史について学
び、説明できる。　(C-1)

2.②地域の風土・景観・文化等の特性を活かした建築を考えるためのランドス
ケープデザインの事例や方法の知識を学び、説明できる。　(C-1)

3.③建築技術者として、外部空間・緑のデザインのあり方や技術について理解
し、説明できる。　(C-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070001001-01ランドスケープデザイン論

西川　真水

◎建築構造ｺ:C-1

1.①ランドスケープの対象と意味、ランドスケープデザインの歴史について学
び、説明できる。　(C-1)

2.②地域の風土・景観・文化等の特性を活かした建築を考えるためのランドス
ケープデザインの事例や方法の知識を学び、説明できる。　(C-1)

3.③建築技術者として、外部空間・緑のデザインのあり方や技術について理解
し、説明できる。　(C-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



 

 

 

医学部看護学科 

 

 



2019-802000A131-01医療安全

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

中嶋　恵美子、久木原　博子

◎－－－　概要　－－－◎

　人がなぜミスを起こすのか、また医療の中でのミスがどのよ
うな危険性を持つのか、現在医療に求められている医療安全の
基本的な考え方を学ぶ。特に日常生活の援助と安全では、大学
病院での看護実務経験を活かし、事例を用いた危険予知トレー
ニング（KYT)を行い、看護業務に潜むリスクとその対策につ
いて解説する。また、リスクの分析では、根本原因分析
（RCA）手法を使ってグループ学習で医療事故事例の分析を行
い、分析結果をもとに事故防止のために有効と思われる対策を
考える。
　さらに、医療安全と倫理および医療事故に対する法的問題で
は、看護師の責務と倫理について関連法規や過去の医療事故の
判例をもとに学んだり、直接薬害被害患者の話を聞き医療安全
について患者の立場から考える。医療安全に関わる他職種のゲ
ストスピーカーをむかえ、医療安全の必要性について多方面か
ら学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医療安全とリスクマネージメントの基本的な考え方を説明でき
る(知識・理解)

看護業務に潜むリスクとその対策を説明できる(知識・理解)

医療安全と倫理および法的対応について学び、看護専門職者と
しての責任を説明できる(知識・理解)

医療事故事例の分析を行い、分析結果を基に事故防止対策を列
挙できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業への参加にあたっては、事前に指定したテキストを必ず
読み予習を行うこと。講義中に資料などを紹介する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（70％）、レポート等提出物（20％）グループワーク
への貢献度（10％）で総合的に評価する。

成績評価基準は以下の点である
１．医療安全とリスクマネージメントの基本的な考え方を説明
できるか
２．看護業務に潜むリスクとその対策が説明できるか
３．医療安全と倫理および法的対応について説明できるか
４．医療事故事例の分析のグループワークに積極的に参加し
て、分析結果を基に事故防止対策を列挙できるか
５．医療安全における看護専門職者としての責任を記述できる
か

◎－－－　テキスト　－－－◎

松下 由美子他著、ナーシング・グラフィカ、医療安全、
メディカ出版、ISBN 978-4-8404-5385-1（3240円）

◎－－－　参考書　－－－◎

医療安全　ISBN 978-4-260-00753-5
SBAR/TeamSTEPPS　ISBN 978-4-8180-1859-4
RCAの基礎知識と活用事例　ISBN 978-4-542-50370-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日常から医療の安全やリスクマネージメントに関心を持
ち、新聞やニュースなどで情報を収集しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 医療安全とリスクマネジメント（中嶋）
2 医療事故の発生要因（中嶋）
3 日常生活の援助と安全：転落転倒とKYT演習（中嶋）
4 日常生活の援助と安全：食事・栄養 ・熱傷とKYT演習
（中嶋）
5 医療安全とコミュニケーション（久木原）
6 医療機器の管理と操作（久木原）
7 院内感染とその対策（久木原）
8 薬と医療安全（久木原）
9 医療安全と倫理（中嶋）
10 医療事故に対する法的対応（中嶋）
11 患者の立場から医療安全を考える（中嶋）
12 リスクの分析と対応（中嶋）
13 リスクの分析①（グループワーク） （中嶋・久木原）
14 リスクの分析②（グループワーク） （中嶋・久木原）
15　発表・まとめ（中嶋・久木原）



2019-802000A131-01医療安全

中嶋　恵美子、久木原　博子

◎看護:A-3

1.医療安全とリスクマネージメントの基本的な考え方を説明できる　(A-3)

2.看護業務に潜むリスクとその対策を説明できる　(A-3)

3.医療安全と倫理および法的対応について学び、看護専門職者としての責任を
説明できる　(A-3)

4.医療事故事例の分析を行い、分析結果を基に事故防止対策を列挙できる　
(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000C030-01疫学・保健統計

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

馬場　みちえ

◎－－－　概要　－－－◎

健康現象を生物学的・生態学的視点から学び、集団の健康現象
を究明するために必要な原理と方法を学ぶ。健康情報の収集と
解析の方法を系統的に習得し、人間と環境の関わりや保健医療
福祉関連行為の有効性を観察し、評価する知識・技術を学ぶ。
講義においては、ほぼ毎回テキストに応じたオリジナル資料を
用いて概要を説明する。その後に、実際自身での計算を実施
し、理解する。事後学習のために練習問題も用意しているので
それに取り組みながら、理解を深める。さらに小テストで確実
に自身で説明できるように授業を進めていく。疫学の内容その
ものが、医療や看護、保健のエビデンスとして洗練され、凝縮
されており、健康事象の説明に役立っている。実際の保健師活
動の経験から、日常業務における健康教育、健康相談はもとよ
り、保健福祉事業計画、介護保険計画、データヘルス計画の基
礎としてきた。その経験を軸に疫学、保健統計について医療や
看護、保健への具体例を示しながら説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外の保健医療福祉の指標を理解し、人々の健康、生活およ
びQOLについて理解できる。(技能)

健康や医療に関する保健指標から専門的知識をもって現代の課
題と解決策を理解することができる(技能)

疫学の定義や基本的な考え方を学び、疾病やその要因、因果関
係について説明することができる(知識・理解)

疫学ででてくる言葉や用語を理解するとともに罹患率、相対危
険度、寄与危険度、オッズ比などの計算ができる(知識・理解)

疫学で使用する研究方法、スクリーニングについて理解し、違
いについて説明することができる(知識・理解)

疾病や健康事象に対する効果を測定する方法を習得する。政策
や保健事業、看護活動へ応用できる基本的能力を習得できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前に専門用語の理解と演習問題について予習しておく(20
分）
講義終了後に復習を兼ねてわからなかった部分を再学習する
(20分）
演習問題の課題はまとめ、提出を求める(20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験は、疫学に関する基本的な用語や考え方、計算方法の
意味を理解し、その解が求められることと、疫学での評価方
法、応用について理解できているかどうかを評価の基準とす
る。保健統計は現在の日本の統計について基本的な動向を理解
し、正確に説明できているかを評価の基準とする。
課題レポートは、疫学・保健統計に関する基本的な用語、計算
方法を理解し、解が求められていることを評価の基準とする。
定期試験60％、課題レポート30％、小テスト10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・公衆衛生がみえる　　医療情報科学研究所　
3888円 ISBN 978-4-896-32687-1
・大木秀一　基本からわかる看護疫学入門第3版医歯薬出
版株式会社　3240円 ISBN 978-4-23698-7
・国民衛生の動向　2018-19年度　978-4-87511-777-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

公衆衛生看護活動論（地区診断）とリンクする部分がある
ため、先に保健統計を学ぶ。
毎回、学生の進度に合わせて進めていくが、わからないと
ころはそのままにしないで質問してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１看護と統計の考え方
　保健統計の活用と主な衛生指標
２人口静態統計（国勢調査）
３人口動態統計
　健やか親子２１の母子保健対策と統計
４人口動態統計
　健康日本２１の生活習慣病対策と統計
５平均余命と受療状況及び医科診療医療費
６保健行政・看護活動に生かす保健統計
７疫学とは何か
８因果関係の考え方とその指標
９疾病頻度の表し方
10曝露の効果を表す指標
11看護と統計の解析法
12疫学のさまざまなデザイン
13バイアス
14スクリーニング
15疫学の応用、EBN



2019-802000C030-01疫学・保健統計

馬場　みちえ

◎看護:A-3,B-4,C-2

1.国内外の保健医療福祉の指標を理解し、人々の健康、生活およびQOLについ
て理解できる。　(B-4)

2.健康や医療に関する保健指標から専門的知識をもって現代の課題と解決策を
理解することができる　(B-4)

3.疫学の定義や基本的な考え方を学び、疾病やその要因、因果関係について説
明することができる　(A-3)

4.疫学ででてくる言葉や用語を理解するとともに罹患率、相対危険度、寄与危
険度、オッズ比などの計算ができる　(A-3)

5.疫学で使用する研究方法、スクリーニングについて理解し、違いについて説
明することができる　(A-3)

6.疾病や健康事象に対する効果を測定する方法を習得する。政策や保健事業、
看護活動へ応用できる基本的能力を習得できる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D361-01家族看護論

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

坂梨　左織、牧香里

◎－－－　概要　－－－◎

看護の対象である家族を、円環的に影響し合うシステムとして
捉え、そこに生じる相互作用や健康・疾病が及ぼす影響につい
て学び、多様な家族の姿を理解する。さらに、家族を理解する
ための諸理論や家族看護アセスメントの視点について学び、家
族が自らセルフケア機能を高め、家族機能を維持・向上するた
めの家族支援について理解する。
臨床経験を活かし、家族との関わりの事例を用いながら、家族
看護に必要な知識について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護学における家族の概念と機能について説明できる。(知
識・理解)

家族をシステムとしてとらえることの意義を説明できる。(知
識・理解)

家族看護学の定義と目的、主要な理論について説明できる。
(知識・理解)

家族看護における看護者の役割と援助について説明できる。
(知識・理解)

多様な家族の姿を理解し、それへの援助について説明できる。
(知識・理解)

国外との比較から日本における家族の特徴と、それへの援助に
ついて説明できる。(知識・理解)

家族看護アセスメントの目的とカルガリー家族アセスメントモ
デルの概要が説明できる。(知識・理解)

病の苦悩と家族の関係を理解し説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前課題を指示された場合は、課題を学習して授業に参加する
こと。
前回の授業内容を復習して授業に参加すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・看護学における家族の概念と機能について自分の言葉で正確
に説明できているかを評価の基準とする。
・家族看護学の定義と目的、主要な理論について自分の言葉で
正確に説明できているかを評価の基準とする。
・カルガリー家族アセスメントモデルについて自分の言葉で正
確に説明できているかを評価の基準とする。
・レポート及びグループワークの課題について、十分なデータ
を集めたか、そのデータに基づいて自分の見解を明確に記述し
ているかを評価の基準とする。
・グループワークに主体的に参加し、共同学習の中で家族につ
いて必要な情報、支援について理解を深めることができている
かを評価の基準とする。
・定期試験70%、レポート、授業・グループワーク参加態度
30%で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木和子・渡辺裕子、家族看護学－理論と実践　第4版、
日本看護協会出版会、2016年、（3,200円+税）ISBN
978-4-8180-1697-2

◎－－－　参考書　－－－◎

山崎あけみ、原礼子編、家族看護学第2版、南江堂、2015
年、（2,300円+税）　ISBN 978-4-524-25708-9
小林奈美、グループワークで学ぶ家族看護論第2版　
ｶﾙｶﾞﾘｰ式家族看護モデル実践へのファーストステップ、医
歯薬出版、2011年、（2,400円+税）　ISBN
978-4-263-23546-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や途中退席、携帯電話・スマートフォン等の使用を禁
じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．家族の概念と機能（坂梨）
2．家族を観る①、家族看護学の定義と目的（坂梨）
3.家族を理解するための主要な理論（家族発達理論・家族
システム理論・家族ストレス対処理論）（坂梨）
4.家族を観る②（坂梨）
5.家族を観る②、家族を理解する視点（坂梨）
6．家族看護アセスメントの概要、グループワーク（牧）
7．グループワーク（牧）
8．発表・まとめ（牧・坂梨）



2019-802000D361-01家族看護論

坂梨　左織、牧香里

◎看護:A-1,A-2,A-3

1.看護学における家族の概念と機能について説明できる。　(A-1)

2.家族をシステムとしてとらえることの意義を説明できる。　(A-1)

3.家族看護学の定義と目的、主要な理論について説明できる。　(A-3)

4.家族看護における看護者の役割と援助について説明できる。　(A-2)

5.多様な家族の姿を理解し、それへの援助について説明できる。　(A-1)

6.国外との比較から日本における家族の特徴と、それへの援助について説明で
きる。　(A-2)

7.家族看護アセスメントの目的とカルガリー家族アセスメントモデルの概要が
説明できる。　(A-3)

8.病の苦悩と家族の関係を理解し説明できる。　(A-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A011-01からだの構造と機能Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/24　４時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文、小川　皓一

◎－－－　概要　－－－◎

　人体の正常な構造と機能を知ることは、科学的根拠に基づく
看護実践の基礎となるものであり、「疾病の成り立ちと回復の
促進Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「薬のはたらき」、「からだの防御のしく
み」などの専門基礎科目や各領域看護学科目を学ぶためにも必
須である。　
本科目では、テキストに沿って人体を構成する細胞、組織、器
官 (骨格、筋肉、感覚器、循環器系、呼吸器系、消化器系、尿
路系など) の正常な形態や構造、および機能について学ぶ。さ
らに細胞や器官の働きを通して人間の生を可能にする条件、す
なわち日常生活の動く、話す、食べる、呼吸する、排泄する、
眠るなどが、どのような仕組みで成し遂げられているのかを理
解する。また生体を構成する有機化合物の生体における働き
や、それらの物質の体内での合成、分解など、生体を化学的に
理解することで、生きているとはどういうことかを学ぶ。
　兼岡、大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活か
し、実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゲノム、遺伝子、染色体について、自分の言葉で説明ができ
る。(知識・理解)

細胞、細胞内小器官、組織、臓器について、自分の言葉で説明
し図示できる。(知識・理解)

血液を構成する細胞と液体成分について、自分の言葉で説明し
図示できる。(知識・理解)

循環器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

呼吸器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

消化肝を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

尿路系を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

運動器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習が不可
欠であり、特に授業前後にテキストを熟読し予習・復習するこ
とが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、人体を構成する細胞・組織・器官の基本的な構造と
機能をどの程度正確に説明できるかにより評価する。定期試験
の成績(100%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

人体の構造と機能（第4版）
　佐藤昭夫、佐伯由香 編
　医歯薬出版、2018年
　2,800円+税
　ISBN978-4-263-23595-9　C3047

◎－－－　参考書　－－－◎

ネッター解剖学図譜　ISBN 4-621-04854-6
　上記参考書は図書館医学部分館で利用できる。その他ビ
デオ教材「目で見る解剖と生理」全16巻および「生体のし
くみ」全17集が図書館視聴覚資料室と医学情報センター
AV資料室で利用できる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. オリエンテーション、ゲノム、遺伝子、染色体（兼
岡、大倉）
 2. 細胞・組織・臓器 （小川）
 3. 血液（小川）
 4. 循環器系 I-心臓（小川）
 5. 循環器系 II-血管系（小川）
 6. 循環器系 III-血圧・リンパ （小川）
 7. 呼吸器系 I-気道と肺（小川）
 8. 呼吸器系 II-呼吸（小川）
 9. 消化器系 I-消化管（小川）
10. 消化器系 II-肝臓・膵臓・消化腺 （小川）
11. 物質代謝（小川）  
12. 尿路系の構造と機能（小川）
13. 運動 I-骨・関節・筋の構造（小川）
14. 運動 II-運動の調節（小川）
15. 運動 III-骨格と骨格筋の機能（小川）

 

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-802000A011-01からだの構造と機能Ⅰ

兼岡　秀俊、大倉　義文、小川　皓一

◎看護:A-3

1.ゲノム、遺伝子、染色体について、自分の言葉で説明ができる。　(A-3)

2.細胞、細胞内小器官、組織、臓器について、自分の言葉で説明し図示でき
る。　(A-3)

3.血液を構成する細胞と液体成分について、自分の言葉で説明し図示できる。
　(A-3)

4.循環器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図示できる。　
(A-3)

5.呼吸器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図示できる。　
(A-3)

6.消化肝を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図示できる。　
(A-3)

7.尿路系を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図示できる。　
(A-3)

8.運動器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図示できる。　
(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A021-01からだの構造と機能Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文、小川　皓一

◎－－－　概要　－－－◎

　人体の正常な構造と機能を知ることは、科学的根拠に基づく
看護実践の基礎となるものであり、「疾病の成り立ちと回復の
促進Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「薬のはたらき」、「からだの防御のしく
み」などの専門基礎科目や各領域看護学科目を学ぶためにも必
須である。
　本科目では、テキストに沿って、細胞や器官、神経やホルモ
ン等の働きによる人間の内部環境の維持・調節や、新しい生命
が生まれ個体として育っていく過程などについて学ぶ。さらに
人体の構造と機能の関連を体験的に深く理解するために人体解
剖を見学する。また、人体構造の解析に有用な様々な画像診断
法についても学ぶ。
　兼岡、大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活か
し、実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中枢神経系、末梢神経系の構造と機能を自分の言葉で説明を
し、図示できる。(知識・理解)

視覚、聴覚、嗅覚、温痛覚を受容する臓器の構造と機能を自分
の言葉で説明をし、図示できる。(知識・理解)

皮膚の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。(知
識・理解)

内分泌臓器の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示でき
る。(知識・理解)

生殖臓器の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。
(知識・理解)

発生、青潮、老化について、自分の言葉で説明をし、図示でき
る。(知識・理解)

ホメオスタシスや生体リズムについて、自分の言葉で説明を
し、図示できる。(知識・理解)

人体構造を診断する画像検査について、自分の言葉で説明を
し、図示できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習が不可
欠であり、特に授業前後にテキストを熟読し予習・復習するこ
とが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、人体を構成する細胞・組織・器官の基本的な構造と
機能をどの程度正確に説明できるかにより評価する。定期試験
の成績(100%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

人体の構造と機能（第4版）
　佐藤昭夫、佐伯由香 編
　医歯薬出版、2018年
　2,800円＋税
　ISBN978-4-263-23595-9

◎－－－　参考書　－－－◎

ネッター解剖学図譜　ISBN 4-621-04854-6
　上記参考書は図書館医学部分館で利用できる。その他ビ
デオ教材「目で見る解剖と生理」全16巻および「生体のし
くみ」全17集が図書館視聴覚資料室と医学情報センター
AV資料室で利用できる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. 神経系 I-神経系の構造と機能（小川）
 2. 神経系 II-中枢神経系（小川）
 3. 神経系 III-末梢神経系（小川）
 4. 感覚 I-視覚・聴覚・平衡感覚（小川）
 5. 感覚 II-味覚・嗅覚・体性感覚・痛覚（小川）
 6. 体温の調節・皮膚の構造と機能（小川）
 7. 内分泌系器官の構造と働き I-視床下部、下垂体、甲状
腺、上皮小体、副腎（小川）
 8. 内分泌系器官の構造と働き II-膵臓、消化器ホルモン、
性ホルモン（小川）
 9. 生殖器系（小川）
10. 発生・成長・老化（小川）
11. 解剖見学予習 （小川、大倉）
12. 解剖見学実習-筋、骨格、神経・感覚器の解剖（学籍番
号前半） （小川、兼岡、大倉）
13. 解剖見学実習-消化器、循環器、呼吸器、腎泌尿器の解
剖（学籍番号後半） （小川、兼岡、大倉）
14. ホメオスタシス・生体リズム（小川）
15. 人体構造と画像診断（兼岡、大倉）   

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-802000A021-01からだの構造と機能Ⅱ

兼岡　秀俊、大倉　義文、小川　皓一

◎看護:A-3

1.中枢神経系、末梢神経系の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示でき
る。　(A-3)

2.視覚、聴覚、嗅覚、温痛覚を受容する臓器の構造と機能を自分の言葉で説明
をし、図示できる。　(A-3)

3.皮膚の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。　(A-3)

4.内分泌臓器の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。　(A-3)

5.生殖臓器の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。　(A-3)

6.発生、青潮、老化について、自分の言葉で説明をし、図示できる。　(A-3)

7.ホメオスタシスや生体リズムについて、自分の言葉で説明をし、図示でき
る。　(A-3)

8.人体構造を診断する画像検査について、自分の言葉で説明をし、図示でき
る。　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A041-01からだの防御のしくみ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/25　４時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　免疫システムは、生体内の自己と非自己を識別して非自己を
排除することによって生体の恒常性を保つ生体防御システムで
あり、病原微生物やがん細胞、ウイルス感染細胞、変異自己細
胞の排除に働いている。免疫システムの異常や変移は、感染症
やがんだけでなく、アレルギーや自己免疫疾患など様々な病気
をもたらす。一方、医療の進歩により旧態の感染症は減少した
が、日和見感染症や薬剤耐性菌感染症、新興感染症などが人類
の脅威になっている。
　本科目では、指定のテキストに画像や図表などの資料を加え
て、感染病原体の種類や特性、感染の機構、感染症とその薬物
治療、感染予防策、ワクチンによる予防などについて理解す
る。さらに免疫システムを構成する細胞とそれぞれの役割、免
疫系の異常とそれによる疾患などについて学ぶ。
　兼岡、大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活か
し、実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ウイルス、細菌、真菌、寄生虫を説明できる。(知識・理解)

感染源、感染経路、その予防について説明し、実行できる。
(知識・理解)

代表的ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症、寄生虫感染
症について、病態形成、症状、治療、予後、看護の要点につい
て、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

薬剤耐性や、日和見感染について自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

生体防御の仕組みを、自然免疫、獲得免疫別に自分の言葉で説
明できる。(知識・理解)

免疫の異常や変移による疾患、免疫の異常を来す疾患、自己免
疫疾患の病態形成について自分の言葉で説明できる。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。すでに高校生物で学習した内容も含むが、それらを軽視せ
ず、あらためて内容を理解する努力が必要である。十分な知識
を得るためには自学自習が不可欠であり、特に授業前後にテキ
ストを熟読し予習・復習することが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、免疫系による生体防御の機序とその異常、各種病原
微生物の特性、感染の予防法や治療法などについてどの程度正
確に説明できるかにより評価する。定期試験の成績(100%)によ
り評価し、60％以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1,微生物学・疾病のなりたちと回復の促進[4]　第13版
　編者：南嶋洋一、吉田真一他
　医学書院、2018年
　2,310円
　ISBN978-4-260-03183-7

2,人体の構造と機能（第4版）
　佐藤昭夫、佐伯由香 編
　医歯薬出版、2018年
　2,800円＋税
　ISBN978-4-263-23595-9
　1年前期「からだの構造と機能Ⅰ、Ⅱ」で用いた教科書
である。
  

◎－－－　参考書　－－－◎

好きになる微生物学
　渡辺　渡　著
　講談社　2015年
　2,160円
　ISBN978-4061541832
好きになる免疫学
　萩原清文　著
　講談社　2001年
　2,160円
　ISBN978-4061534353

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１. 病院内での感染の防止には、看護師が中心的な役割を
もつことを銘記して、学習に臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.　微生物と免疫学（兼岡、大倉）　
 2.　細菌の性質（兼岡、大倉）
 3.　真菌・原虫・ウイルスの性質（兼岡、大倉）
 4.　感染と感染症（兼岡、大倉）
 5.　感染源と感染経路（兼岡、大倉）
 6.　感染症の予防と検査（兼岡、大倉）
 7.　感染症の治療（兼岡、大倉）
 8.　病原細菌と感染症（兼岡、大倉）
 9.　病原真菌・病原原虫と感染症（兼岡、大倉）
10.　病原ウイルスと感染症（兼岡、大倉）
11.　病原性マイコプラズマ、リケッチア、クラミジアと
感染症（兼岡、大倉）　
12.　生体防御：(i)　自然免疫系（兼岡、大倉）　
13.　生体防御：(ii)　適応免疫系-液性免疫（兼岡、大倉）
14.　生体防御：(iii)　適応免疫系-細胞性免疫（兼岡、大
倉）
15.　アレルギー・自己寛容・自己免疫（兼岡、大倉）

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-802000A041-01からだの防御のしくみ

兼岡　秀俊、大倉　義文

◎看護:A-3

1.ウイルス、細菌、真菌、寄生虫を説明できる。　(A-3)

2.感染源、感染経路、その予防について説明し、実行できる。　(A-3)

3.代表的ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症、寄生虫感染症について、
病態形成、症状、治療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明でき
る。　(A-3)

4.薬剤耐性や、日和見感染について自分の言葉で説明できる。　(A-3)

5.生体防御の仕組みを、自然免疫、獲得免疫別に自分の言葉で説明できる。　
(A-3)

6.免疫の異常や変移による疾患、免疫の異常を来す疾患、自己免疫疾患の病態
形成について自分の言葉で説明できる。　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D032-01看護過程展開技術

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　３時限　　

宗正　みゆき、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

看護過程とは、看護独自の知識体系に基づき対象のニードに的確に応えるた
めに、看護により解決できる問題を効果的に取り上げ、解決していくための
系統的、組織的に行う活動のことである（日本看護科学学会）。看護過程
は、看護活動における看護目標、看護の守備範囲、そして援助方法を理解
し、エビデンスに基づくよりよい看護を提供するために必要不可欠な方法で
ある。この科目では、健康障害を抱える人々のニーズを明らかにするために
V．ヘンダーソンの理論に基づく情報収集の枠組みを利用して、全人的理解
を試み、また、クリティカルシンキングや分析的方法を活用し、対象に応じ
た個別的・科学的な看護の展開方法を学習する。本来、看護過程を用いた実
践は患者－看護者関係の中で行われるが、この授業では関係形成のプロセス
ではなく、ペーパーぺイシェントを用いて情報の解釈・分析・統合を経て看
護問題の抽出、目標設定、計画立案までの一連の問題解決的アプローチを個
人ワークとグループワークを通して学習し、看護活動における看護過程の意
義と実際を理解する。
本科目で使用する教材は、実際の看護経験に基づく事例であり、より現実的
な患者情報に基づくアセスメントを通して看護問題の抽出、計画立案するま
での講義・演習を行う。演習では担当する教員の看護経験を活かした具体
的、かつ的確な看護過程展開方法について指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護過程の概念、構成要素とその特徴、看護過程に関連する概念(クリティカ
ルシンキング、リフレクション、倫理的配慮について説明することができる
(知識・理解)

看護過程の展開方法(情報収集、アセスメント、看護問題の明確化、目標設
定、計画立案、実施、評価）の要点について説明することができる
(知識・理解)

ヘンダーソンの理論に基づく情報収集の枠組みを理解し、全人的に情報を整
理し、対象の健康状態を説明することができる(知識・理解)

情報収集の枠組みを用いて整理した情報をエビデンスに基づき分析・統合
し、全体像から看護問題を抽出することができる
(知識・理解)

全体像から対象の看護問題を的確に捉え、優先順位を決定することができる
(知識・理解)

対象が抱えている看護問題に対応した看護目標を示し、問題を解決するため
の援助計画を立案することができる(技能)

グループワークを通してグループメンバーひとりひとりの見方、考え方を尊
重し、視野を拡げ、主体的に学習を進めることができる(態度・志向性)

看護活動における看護過程(問題解決的思考)の重要性について説明すること
ができる (知識・理解)

看護過程に関する記録とその方法、管理について説明することができる (知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①テキスト、講義資料すべての予習・復習は不可欠である。
②講義資料すべてを復習し、事前課題に取り組むこと。
③グループワークや担当教員のコメントを参考に各自事前課題を修正し、修
正後は担当教員に必ず確認すること。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①定期試験（45％）：到達目標の知識・理解について明確に説明記述してい
るかを評価の基準とする。
②事前課題（45％）：到達目標の知識・理解、技能について個人ワークで達
成できるよう取り組んでいるかを評価の基準とする。
③グループワーク参加度(10%)：到達目標の態度・志向性についてグループ
ワークの貢献度(司会、書記の役割を果たしている、進行に影響を与える意見
を述べる等)を評価の基準とする
①②③を総合的に評価する。
＊事前課題の評価については、課題内容により配点が異なる。その点につい
ては演習前に説明する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1．ヴァージニア・ヘンダーソン／湯槇ます・小玉香津
子：『看護の基本となるもの』日本看護協会出版会(900円＋
税)　
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Ⅰ
医学書院(2600円＋税)
3.適時講義資料を配布
4.看護過程に沿った対症看護、病態生理と看護のポイント
ISBN 4-05-152246-6(4200円+税)
 

◎－－－　参考書　－－－◎

看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践　ISBN
4-86174-056-5
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ヴァージニア・ヘンダーソン／湯槇ます・小玉香津
子：『看護の基本となるもの』日本看護協会出版会を読ん
で、理解し、授業に参加すること　
・グループワークの参加の条件として事前課題の提出期限を
守り、各自しっかり事前準備をすること、また、活用した参
考書を持参すること
・事前課題は、グループワークや教員のコメントを参考に必
ず修正すること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．看護過程とは
　問題解決のプロセスと看護過程のプロセス
　看護過程とクリティカルシンキング、リフレク
　ション、看護倫理（宗正）
2.看護理論と看護過程、看護過程の構成要素（宗正）
3．看護過程の展開(1)ヘンダーソンの情報収集の枠組み、情
報収集・分類、解釈・分析（宗正）
4．看護過程の展開(2)14の看護の視点の分析結果の統合（関
連図）（宗正）
5．看護過程の展開(3)（健康上の問題の明確化、優先順位の
決定、目標設定・計画立案（宗正）
6．看護過程の展開(4)、優先順位の決定、目標設定・計画立
案
　 事例の解説、グループワーク・事前課題の説明（宗正）
7．事例の情報の解釈・分析(1)（宗正・吉川・坂梨・大村）
8．事例の情報の解釈・分析(2)（宗正・吉川・坂梨・大村）
9．事例の全体像（関連図）(1)
　　優先順位の決定（宗正・吉川・坂梨・大村）　
10． 事例の全体像（関連図）(2)
　　優先順位の決定（宗正・吉川・坂梨・大村）　
11．事例の看護問題の明確化・目標設定（宗正・吉川・坂
梨・大村）
12．事例の計画立案(1)（宗正・吉川・坂梨・大村）
13．事例の計画立案(2)（宗正・吉川・坂梨・大村）
14．グループワークの成果発表（宗正・吉川・坂梨・大村）
15．看護過程の評価、看護過程と記録について
　　事例の看護過程展開のまとめ （宗正）
第7回～第13回はグループワーク



2019-802000D032-01看護過程展開技術

宗正　みゆき、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4,B-2,C-2

1.看護過程の概念、構成要素とその特徴、看護過程に関連する概念(クリティカ
ルシンキング、リフレクション、倫理的配慮について説明することができる　
(A-4)

2.看護過程の展開方法(情報収集、アセスメント、看護問題の明確化、目標設
定、計画立案、実施、評価）の要点について説明することができる
　(A-3)

3.ヘンダーソンの理論に基づく情報収集の枠組みを理解し、全人的に情報を整
理し、対象の健康状態を説明することができる　(A-1)

4.情報収集の枠組みを用いて整理した情報をエビデンスに基づき分析・統合
し、全体像から看護問題を抽出することができる
　(A-2)

5.全体像から対象の看護問題を的確に捉え、優先順位を決定することができる
　(A-3)

6.対象が抱えている看護問題に対応した看護目標を示し、問題を解決するため
の援助計画を立案することができる　(B-2)

7.グループワークを通してグループメンバーひとりひとりの見方、考え方を尊
重し、視野を拡げ、主体的に学習を進めることができる　(C-2)

8.看護過程に関する記録とその方法、管理について説明することができる 　
(A-3)

9.看護活動における看護過程(問題解決的思考)の重要性について説明すること
ができる 　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D550-01看護管理

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

中嶋　恵美子、吉川千鶴子

◎－－－　概要　－－－◎

大学病院の看護師長として看護管理を実践してきた経験を活か
し、看護サービスとは何か、これを管理することとはどのよう
なことかについての基礎的な考え方を、経営管理に関する既存
の理論・概念と、医療・看護に関するいくつかの事例に沿って
講義する。これらの学習を通して、看護サービスの質の保証
と、看護職員の労働の質を保証できるような看護提供システム
の在り方を考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健・医療・福祉の様々な分野における看護専門職の役割と機
能について説明できる(知識・理解)

個人・集団・組織を動かすための基礎理論を学び、看護管理の
スキルについて説明できる(知識・理解)

看護職者の人的資源・物品・情報の管理における重要性につい
て、医療安全および看護の質保証と関連づけて説明できる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

社会、経済状況についても平素から関心を持ち、授業内容に関
連する文献や記事を読んでおくこと。事前課題が授業前に提示
された場合は、課題を学習（1時間程度）して授業に臨むこと
を課する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、看護ケア管理、看護サービス管理の視点から、
看護専門職の役割や機能を説明できること、個人・集団・組織
を動かすための基礎理論について説明できること、看護職者の
人的資源・物品・情報の管理における重要性について、医療安
全および看護の質保証と関連づけて説明できることを評価の基
準とする。
レポートでは、課題についてテキスト・文献等から十分に情報
収集・検討を行い、自己の見解を明確に記述しているかを評価
の基準とする。
グループワークへの貢献度では、参加態度・発言状況・リー
ダーあるいはメンバーシップの発揮状況が積極的で主体的であ
るかを評価の基準とする。
定期試験70％、レポート・グループワークヘの貢献度30％を評
価割合とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村島さい子他編　ナーシング・グラフィカ　看護の統合と
実践①　看護管理　2017（2600円＋税）　ISBN
978-4-8404-4142-1

◎－－－　参考書　－－－◎

茂野かおる他著：系統看護学講座「看護学概論」、医学書
院、2017．（2400円＋税）　 ISBN 978-4-260-01362-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義内容は、系統だっているので内容の理解の点からも遅
刻・欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.看護専門職とケア（中嶋）
2.看護管理の概念、目的、対象（中嶋）
3.保健医療組織の理論と組織文化（中嶋）
4.グループダイナミックス・集団の意思決定（吉川）
5.チーム医療、看護提供システム（中嶋）
6.看護職者の人的資源管理（吉川）
7.物品管理、情報管理（中嶋）
8.看護の質保証（中嶋）
　　　　　　　　　　　



2019-802000D550-01看護管理

中嶋　恵美子、吉川千鶴子

◎看護:A-2,A-3

1.保健・医療・福祉の様々な分野における看護専門職の役割と機能について説
明できる　(A-2)

2.個人・集団・組織を動かすための基礎理論を学び、看護管理のスキルについ
て説明できる　(A-3)

3.看護職者の人的資源・物品・情報の管理における重要性について、医療安全
および看護の質保証と関連づけて説明できる　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D010-01看護学概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　４時限　　

中嶋　恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

看護の主要概念である「人間」「環境」「健康」「看護」の各
概念の理解を進め、看護の目的・対象・方法を概観し、看護学
の学習を深めるための基盤となる知識と態度を学習する。また
看護の歴史的的変遷や専門職としての看護の機能や役割につい
て学び、看護の専門性から見た今日的課題についての検討を通
し、看護学の本質を学ぶ。
授業は、大学病院看護師としての実務経験を活かし、いろいろ
な看護実践場面を紹介しながら「看護とは何か」を考える。授
業方法は講義、文献抄読、グループワーク、メディア活用等に
よって行うとともに、看護実践の場の見学として福岡大学病院
見学を予定している。学習内容の理解を深めるために、様々な
看護文献を主体的・自律的に読むことを期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から説
明できる(知識・理解)

健康の定義を基に社会環境の変化と関連させて、国民のライフ
サイクルと健康問題について説明できる(知識・理解)

看護の歴史的変遷と、看護理論家による看護のとらえ方、看護
職能団体による看護の定義を基に看護の本質は何か記述できる
(知識・理解)

看護の継続性と多職種の連携について、その重要性を説明でき
る(知識・理解)

看護サービスの提供の場と、それぞれの場における看護サービ
スについて説明できる(知識・理解)

日本の看護職の資格と養成制度について説明できる(知識・理
解)

健康と保健医療の世界的課題について説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．授業計画をシラバスで確認し、テキストの該当する部分を
読んで授業に臨み、授業後には自分でポイントをまとめるなど
1時間程度の学習習慣をつけてください。
２．抽象的で理解できない用語や表現、専門用語等は、必ず自
分で調べ理解してください。　
３．復習として講義内容に関連するレポート課題（所要時間1
時間程度）を課すので指定日までに作成し、提出してくださ
い。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、上記の到達目標１～７について理解しているか
を評価の基準とする。
課題レポート・提出物では、課題についてテキスト・文献等か
ら十分に情報収集・検討を行い、他者にわかる文章で自分の考
えを述べているか、を評価の基準とする。
定期試験60％、課題レポート及び提出物40％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

茂野かおる他著：系統看護学講座「看護学概論」、医学書
院、2017．（2400円＋税）　 ISBN 978-4-260-01362-8
フロレンス・ナイチンゲール著、小玉香津子・尾田葉子
訳:看護覚え書き、本当の看護とそうでない看護、日本看
護協会出版会、2015（1400円＋税） 　ISBN
978-4-8180-1076-5
ヴァージニア・ヘンダーソン著、湯槇ます・小玉香津子
訳:看護の基本となるもの、日本看護協会出版会、2014
［1000円＋税） 　ISBN 978-4-8180-1226-4

◎－－－　参考書　－－－◎

志自岐康子他　ナーシング・グラフィカ基礎看護学①　看
護学概論　メディカ出版　ISBN 978-4-8404-4528-3
高橋照子　看護学テキストNiCE　看護学原論 看護の本質
的理解と創造性を育むために　南江堂
ISBN 978-4-524-24761-5
松木光子　看護学概論－看護とは･看護学とは　ヌーヴェ
ルヒロカワ
ISBN 978-4861740398

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や途中退室、携帯電話・スマートフォン等の使用を禁
じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．オリエンテーション（中嶋）
2．健康のとらえ方（中嶋）
3-4．人々の生活と国民の健康状態 （中嶋・坂梨・田島・
大村）
5．人間のとらえ方（中嶋）
6　看護の対象の理解（中嶋）
7．近代看護の成立と看護の本質（中嶋）
8-9．看護実践の場（病院見学）（中嶋・宗正・吉川・坂
梨・大村）
10．看護の役割と機能（中嶋）
11．看護の継続性と連携（中嶋）
12．看護サービス提供の場（中嶋）
13．看護の提供者の教育・現状（中嶋）
14．現代における看護の動向（中嶋）
15．まとめ（中嶋）



2019-802000D010-01看護学概論

中嶋　恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎看護:A-1,A-2,A-3

1.人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から説明できる　
(A-1)

2.健康の定義を基に社会環境の変化と関連させて、国民のライフサイクルと健
康問題について説明できる　(A-2)

3.看護の歴史的変遷と、看護理論家による看護のとらえ方、看護職能団体によ
る看護の定義を基に看護の本質は何か記述できる　(A-2)

4.看護の継続性と多職種の連携について、その重要性を説明できる　(A-3)

5.看護サービスの提供の場と、それぞれの場における看護サービスについて説
明できる　(A-3)

6.日本の看護職の資格と養成制度について説明できる　(A-2)

7.健康と保健医療の世界的課題について説明できる　(A-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D381-01看護研究

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久木原　博子、他

◎－－－　概要　－－－◎

　前期は看護学領域から看護の発展及び看護実践上における技術
開発や、エビデンスに基づいた看護を追及するための研究テーマ
を決める。研究テーマの探索や科学的に研究を進めていくため
に、文献レビューの必要性を理解し、系統的文献レビューを実施
する。また、研究テーマについて倫理的配慮を行い、研究デザイ
ンや方法を選択し、研究計画書を立案する。研究テーマによって
担当教員を決定する。担当教員の指導のもとに主体的に学習し研
究計画書を作成する。
　後期は立案した研究計画に沿って担当教員の指導のもと、研究
を自律的、積極的に実施する。実施にあたっては計画性・科学
性・創造性・倫理性を重視する。また、個別的な学習やグループ
内でそれぞれの研究について討議し、研究への理解を深める。さ
らに、中間発表や最終発表によってプレゼンテーションの方法お
よび論文・抄録の書き方を学習する。
　尚、研究計画書、抄録、論文などの成果物は個別に作成し、提
出する。看護研究発表会における発表についても個別に行う。
　病院での勤務経験、研究の実務経験を活かし、実際に携わった
事例を参考に研究に必要な知識について支援します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究テーマを探索し、決定できる。(知識・理解)

研究デザインの特徴を理解しデザインを選択できる。(知識・理
解)

具体的で実践可能な研究計画を立案し、研究計画書を作成でき
る。(知識・理解)

研究計画案のプロセスで文献検索し活用できる。(技能)

研究計画に基づいて正確に研究データの収集ができる。(技能)

収集した研究データの分析ができる。(技能)

研究論文としてまとめることができる。(知識・理解)

研究の抄録を作成することができる。(知識・理解)

研究結果を発表することができる。(態度・志向性)

研究プロセスにおいて倫理的配慮ができる。(態度・志向性)

研究プロセスにおいて主体的、自律的、創造的に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　適宜、指導教員の指導を受け、研究計画にそって自主的に進め
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価表に基づき、研究テーマの探索、研究デザインの決定、研
究計画書の作成、データの収集と分析、研究論文や抄録の作成、
研究成果の報告、研究プロセスにおける倫理的配慮、演習参加態
度を含めた研究への取り組み姿勢などについて看護研究指導教員
が総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

研究計画書を立案し自律的に進めること。
先行研究の論文（文献）をよく読むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.看護研究の倫理に関する事前講義
2.ガイダンス
　 ゼミ、中間発表、研究発表、成績評価、抄録、　　看
護研究ワーキンググループについて
3～25.看護研究ゼミ
　　個々の課題に基づき、研究計画書の立案、
　　データの収集と分析、論文と抄録の作成
26～30.看護研究の成果発表
　　発表会（学会形式にて実施）、研究論文と
　　抄録の提出

＊担当教員
大倉義文、兼岡秀俊、木村裕美、塚原ひとみ、中嶋恵美
子、原田春美、宮城由美子、宮林郁子、岩永和代、浦綾
子、緒方久美子、小栁康子、佐久間良子、中島充代、長谷
川珠代、馬場みちえ、宗正みゆき、吉川千鶴子、有田久
美、黒髪恵、坂梨左織、牧香里、松本祐佳里、池田智、石
橋曜子、上野珠未、大村由紀美、古賀綾、古賀佳代子、藤
原悠香



2019-802000D381-01看護研究

久木原　博子、他

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4,C-1,C-2

1.研究テーマを探索し、決定できる。　(A-1)

2.研究デザインの特徴を理解しデザインを選択できる。　(A-2)

3.具体的で実践可能な研究計画を立案し、研究計画書を作成できる。　(A-3)

4.研究計画案のプロセスで文献検索し活用できる。　(B-4)

5.研究計画に基づいて正確に研究データの収集ができる。　(B-4)

6.収集した研究データの分析ができる。　(B-4)

7.研究論文としてまとめることができる。　(A-4)

8.研究の抄録を作成することができる。　(A-3)

9.研究結果を発表することができる。　(C-1)

10.研究プロセスにおいて倫理的配慮ができる。　(C-1)

11.研究プロセスにおいて主体的、自律的、創造的に取り組むことができる。　
(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A180-01看護研究入門

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

木村　裕美、原田春美

◎－－－　概要　－－－◎

　看護研究は、看護ケアの質の向上に重要な役割を果たす。4
年次の看護研究の先行科目として、看護における研究の意義、
目的・方法など、一連の研究プロセスを概観する。学術論文の
レビューを通して、論文の構成を理解する。研究計画書の作成
の基本を学び、看護研究の基礎的知識を身につける。また、研
究に係る倫理的課題を学び、看護研究を実施する上での基本的
知識を講義、グループワークを通して習得する。
　大学での研究者として、研究の在り方、研究の実際について
概要を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護研究の意義と必要性について説明できる。(知識・理解)

文献検索の目的と方法を理解し実践できる。 (技能)

学術論文の構成を理解し文献をレビューすることができる。
(技能)

学術論文の量的データおよび質的データの解析を理解できる。
(技能)

研究計画書の基本的内容と倫理的配慮の重要性を理解し概説で
きる。 (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に提示する資料や論文を精読して授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.看護研究の基本的知識について説明できるかを評価の基準と
する。（定期試験）。
2.文献検索の方法を理解し実践できることを評価の基準とす
る。
3.関心のある研究テーマについて文献レビューし、表として作
成できることを評価の基準とする。
4.グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、文章
および口頭で発表できることを評価の基準とする。
5.定期試験70％、学術論文レビューレポート課題30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

南裕子編、看護における研究、日本看護協会出版会、2008
年、ISBN：978-4-8180-1364-3、￥3024

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日頃から健康問題に対する人々の反応に関心をもち、より
良い看護とは何かを考える姿勢をもつこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.看護研究とは（意義・目的・プロセス）（木村）
2.文献検索の方法・文献レビュー （木村）
3.学術論文の構成と研究デザイン（木村）
4.量的データの解析 （木村）
5.質的・帰納的研究方法とは （原田）
6.質的・帰納的研究の実際（原田）
7.看護研究の倫理 （原田）
8.看護研究入門のまとめ（木村）



2019-802000A180-01看護研究入門

木村　裕美、原田春美

◎看護:A-3,B-4

1.看護研究の意義と必要性について説明できる。　(A-3)

2.文献検索の目的と方法を理解し実践できる。 　(B-4)

3.学術論文の構成を理解し文献をレビューすることができる。　(B-4)

4.学術論文の量的データおよび質的データの解析を理解できる。　(B-4)

5.研究計画書の基本的内容と倫理的配慮の重要性を理解し概説できる。 　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D510-01看護の基礎理論とケアリング

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

宗正　みゆき

◎－－－　概要　－－－◎

1.看護理論とは何か、理論の定義や構成要素、種類、分析の視
点について学ぶ。具体的には、ニード論、セルフケア理論、シ
ステム理論、適応理論、相互作用理論、ケアリング理論を講
義、グループ学習を通して健康・人間・環境・看護に関する概
念を理解する。
2.看護活動の倫理的基盤となるケアリングについて代表的な看
護理論をグループワークを通して学習し、各々の理論家の考え
方や看護実践におけるケアリングの意味と価値について教員の
看護経験による事例を解説し、それらを基に考える。
3.看護理論の実践への活用方法について、事例を通して考え
る。
4.授業は課題学習やグループ学習の形態で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護学の発展における看護理論の意義とその役割について説明
することができる(知識・理解)

看護学の知識構造、看護理論の構成要素、範囲、全体像につい
て説明することができる(知識・理解)

看護科学、看護理論の発達史について説明することができる
(知識・理解)

代表的な看護理論家の理論における主要な概念、構造や機能、
理論の活用について説明することができる(知識・理解)

代表的な看護理論家の理論における主要な概念、構造や機能、
理論の活用について説明することができる
(知識・理解)

看護理論におけるケアリングの意味を理解し、ケアリング実践
の重要性について考えることができる (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のテキストを事前に読み込み、わからな
いところは調べておく（60分）
復習：授業範囲のテキストと配布資料をもとに授業内容を振り
返り、ノート（各自で用意）にまとめる（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①課題レポート・小テスト等　20％：到達目標1、2、3番目につ
いて授業中の小テスト等の設問で明確な記述をしているか、到
達目標4番目についてグループで担当する看護理論家の参考書を
1冊熟読し、課題レポートで理論の概要、理論の活用について明
確に記述しているか、理論の理解に応じて自身の考察を述べて
いるかを評価の基準とする　　
②グループ討論・プレゼンテーション　10％：到達目標4.5番目
について各自課題レポートを参考に、グループワークを通して
理論の背景、源泉、主要な概念、理論家の主張をまとめて、具
体例を挙げて簡潔、かつ明快なプレゼンとなるように役割を果
たしているかを評価の基準とする
③定期試験　70％：到達目標知識・理解について明確に説明
し、記述することができる
①②③を総合的に評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

野嶋佐由美編集：看護学基礎テキスト第1巻看護学の概念
と理論的基盤　日本看護協会出版会2015(2400円+税)

◎－－－　参考書　－－－◎

看護理論家とその業績　ISBN 4-260-33339-9
看護理論の分析と評価　ISBN 4-260-00634-7
看護理論家の業績と理論評価　ISBN 4-260-02085-5C3047

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目は、看護学概論と関連があるため、復習して授業
に臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業のアウトライン及びイントロダクション
２．看護学を構成する主要概念と看護理論
３．看護理論の定義、構成要素、種類
４．看護理論の歴史的発展
５．看護理論の分類、看護理論の分析と評価
６．代表的な看護理論　１
７．代表的な看護理論　２
８．　9名の看護理論家の理論について
　　　グループに分かれて討論　１
９．　9名の看護理論家の理論について
　　　グループに分かれて討論　２
１０．9名の看護理論家の理論について
　　　グループに分かれて討論　３
１１．～１４．グループ発表と講義
１５．　グループ発表とまとめ



2019-802000D510-01看護の基礎理論とケアリング

宗正　みゆき

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4,C-1

1.看護学の発展における看護理論の意義とその役割について説明することがで
きる　(A-2)

2.看護学の知識構造、看護理論の構成要素、範囲、全体像について説明するこ
とができる　(A-4)

3.看護科学、看護理論の発達史について説明することができる 　(A-2)

4.代表的な看護理論家の理論における主要な概念、構造や機能、理論の活用に
ついて説明することができる　(A-1)

5.代表的な看護理論家の理論における主要な概念、構造や機能、理論の活用に
ついて説明することができる
　(A-3)

6.看護理論におけるケアリングの意味を理解し、ケアリング実践の重要性につ
いて考えることができる 　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D520-01看護倫理

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/24　６時限　　

宗正　みゆき

◎－－－　概要　－－－◎

医療の高度化や入院患者の高齢化、患者の安全の確保や権利意識の
向上、看護ニーズの複雑化と多様化など、医療を取り巻く状況が大
きく変化している。看護者は対象者の人としての尊厳を維持し、健
康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯
を通してその最後まで、その人らしく生を全うできるように最良の
ケアを提供する必要がある。そうしたヒューマンケアを可能にする
ためには実践の基盤となる看護職者としての倫理観の醸成が必要で
ある。この科目では、医療・看護において倫理が重視されるように
なった歴史的経緯、倫理に関する基本理論や倫理的概念、倫理的問
題、臨床の場で直面するジレンマについて講義やグループディス
カッションを通して理解を深める。また、教員の看護経験を活かし
て倫理的問題や倫理的ジレンマの事例を提供し、具体的解決方法に
ついて様々な視点から検討し、講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

倫理とは何か、倫理と法の違い、職業倫理、看護倫理について説明
することができる
(知識・理解)

医療倫理、看護倫理の歴史的変遷を理解し、倫理の重要性を説明で
きるすることができる (知識・理解)

医療・看護における倫理に関する規範や指針(看護者の倫理綱領、
ニュールンベルグ綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言）について
説明できる (知識・理解)

看護実践上の倫理的概念や倫理原則を事例を通して理解し、意識づ
けができる (態度・志向性)

倫理的ジレンマについて説明することができる (知識・理解)

看護実践における倫理的ジレンマを、事例をもとに総合的に理解
し、その状況を説明できる
(知識・理解)

倫理的ジレンマの事例について、倫理原則を踏まえてその対処につ
いて考えを述べることができる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

第1回目の講義で授業資料を配布するので、次回の授業範囲の資料
を事前に読み、わからないことや専門用語の意味を調べておく(予
習60分）。
また、授業終了後は授業中に使用した事例や倫理的概念について資
料やテキストから振り返り、まとめて復習しておく(復習60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①定期試験（60％）：到達目標1、2、4、5番目について設問を理解
し、講義や自身の学習を活かして明確に記述することができるかを
評価の基準とする
②課題レポート等（20％）：到達目標1,3,4番目について授業中の設
問を理解し、提示した課題に対する明確な記述ができているかを評
価の基準とする
③グループワークへの参加度、プレゼンテーション（20％）：到達
目標3､4.5番目について個人の課題レポートを参考にグループワー
クを通して事例に関連した倫理問題の解決に向けて要点をまとめる
作業に参加してるか、簡潔で、明快なプレゼンテーションになるよ
う役割を果たしているかを評価の基準とする
①②③で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

茂野香おる他著：系統看護学講座 専門分野Ⅰ看護学概論
　基礎看護学１　医学書院　ISBN978-4-260-01362-8(2400
円＋税)
野嶋佐由美編著：看護学基礎テキスト第1巻看護学の概念
と理論的基盤　日本看護協会出版会ISBN978-4-8180-1557-9
(2400円+税)
 

◎－－－　参考書　－－－◎

看護実践の倫理－倫理的意思決定のためのガイド　ISBN
4-8180-1146-0
看護倫理学　ISBN 4-86174-037-4
看護の倫理学　ISBN 4-621-04987-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・自身の生活態度を振り返り、謙虚に学習してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス、倫理とは何か、看護倫理を学ぶ必要性につ
いて、職業倫理について
2.医療をめぐる倫理の歴史的経緯について、医療・看護に
おける患者の権利とインフォームド・コンセントについて
3.看護実践上の倫理的概念と倫理的行動基準についてーそ
の１ (患者中心、アドボカシー、協働）
4.看護実践上の倫理的概念と倫理的行動基準についてーそ
の２(責務、ケアリング、4つの倫理原則)
5．看護実践における倫理的意思決定について
　　 倫理的ジレンマ、倫理的意思決定モデル
6.看護実践における倫理的ジレンマへの取り組みについて
(事例を用いてグループワーク)
7.グループ発表・討議
8.まとめ



2019-802000D520-01看護倫理

宗正　みゆき

◎看護:A-1,A-2,A-4,C-1

1.倫理とは何か、倫理と法の違い、職業倫理、看護倫理について説明すること
ができる
　(A-4)

2.医療倫理、看護倫理の歴史的変遷を理解し、倫理の重要性を説明できるする
ことができる 　(A-2)

3.医療・看護における倫理に関する規範や指針(看護者の倫理綱領、ニュールン
ベルグ綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言）について説明できる 　(A-2)

4.看護実践上の倫理的概念や倫理原則を事例を通して理解し、意識づけができ
る 　(C-1)

5.倫理的ジレンマについて説明することができる 　(A-1)

6.看護実践における倫理的ジレンマを、事例をもとに総合的に理解し、その状
況を説明できる
　(A-2)

7.倫理的ジレンマの事例について、倫理原則を踏まえてその対処について考え
を述べることができる
　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000E050-01感染看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/20　３時限　　

宮城　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　病院や施設内感染防御に必要なスタンダードプリコーショ
ン、感染予防技術について概説する。さらに看護専門領域とし
て、その活躍や期待されるインフェクションコントロールナー
スの役割について解説する。既習の日ごろよく見られる感染症
とその対策については、グループワークにより知識の定着を図
る。また看護師国家試験の必修問題である「感染看護」に関す
ることも概説する。臨床における看護師としての実務経験をい
かし、感染の基礎的知識を解説する。またゲストスピーカーと
して、感染看護認定看護師による医療機関・地域における感染
看護の実際を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

感染防御機構のしくみについて述べることができる。(知識・
理解)

感染症とその対策の基本について述べることができる。(知
識・理解)

感染経路別、感染予防について述べることができる(知識・理
解)

医療機関における看護師の役割と活動の実際について述べるこ
とができる。(知識・理解)

耐性菌、薬害など社会的問題における看護師の役割について考
えることが出来る。(態度・志向性)

感染症対策の知識が自分自身の身を守り、倫理観に基づいて患
者の安心、安全を守ることになることに関心を示すことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１、グループワークにより、テーマに即した発表資料をまとめ
ておくこと（90分）。
２、提示する課題レポートを、最終講義終了１週間後に提出す
ること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，感染対策に関する基本的な知識と理解について定期試験に
て評価する。(80％)
２，グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、適
切な資料を作成し、発表できることを評価基準とする。
(10％）
３、倫理観に基づいた感染対策について3文献以上活用し自分
の見解を記述できていることをレポートの評価基準とする。
(10％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

大口　祐也；看護の現場ですぐに役立つ　感染症対策のキ
ホン、秀和システム【ISBN978-4-7980-4896-3】1500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の順番は変更する可能性あり
グループワークでは積極的な発言が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１，感染症の基礎知識①
２，感染症の基礎知識②
３，よくみられる感染症とその対応①
　　グループワークでの成果プレゼンテーション
４，よくみられる感染症とその対応②
　　グループワークでの成果プレゼンテーション
５，医療機関における感染管理認定看護師の役割と活動の
実際①
６，医療機関における感染管理認定看護師の役割と活動の
実際②
７，地域、在宅における感染管理認定看護師の役割と活動
の実際
８，これからの感染看護の課題と展望



2019-802000E050-01感染看護

宮城　由美子

◎看護:A-3,C-1

1.感染防御機構のしくみについて述べることができる。　(A-3)

2.感染症とその対策の基本について述べることができる。　(A-3)

3.感染経路別、感染予防について述べることができる　(A-3)

4.医療機関における看護師の役割と活動の実際について述べることができる。
　(A-3)

5.耐性菌、薬害など社会的問題における看護師の役割について考えることが出
来る。　(C-1)

6.感染症対策の知識が自分自身の身を守り、倫理観に基づいて患者の安心、安
全を守ることになることに関心を示すことができる。　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000C040-01学校保健

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/24　１時限　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かして、「学校保健とは何
か」をテーマに具体的な学校保健の組織活動等について解説す
る。具体的には、学校保健の領域構造や学校保健関係者の役割
を理解し、保健管理と保健教育を関連付けた組織活動の展開に
ついて基礎的に理解できることをねらいとする。
１）学校保健の歴史や制度を踏まえて、学校保健（学校安全を
含む）の目的、意義、領域構造を概説し、家庭や地域の専門機
関との連携の重要性を理解する。
２）模擬学校を設定し、現場の具体的な事例に対する健康管
理・健康課題についてグループ学習を行い、それに関する保健
教育を行う。
３）学校保健会委員会の準備から開催までのシミュレーション
を通して、学校保健の組織的協働の実際をイメージすることが
できる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校保健の構造を理解して、説明できる。(知識・理解)

組織的に連携する重要性を理解し、学校保健委員会では、児童
生徒の健康課題解決のために、自分なりの意見を述べることが
できる。(技能)

積極的的に保健教育に取り組み、課題があれば自ら修正して、
学び続けようとする意欲を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
１）健康診断に関する課題について、準備、実施、事後のレ
ポートを作成する。（第6-7回）
２）保健教育に関する課題を選び、教材研究や発表の練習をし
ておく。（第１－７回）
＜事後学習＞
１）発表シートについて、グループで考えをまとめて提出す
る。（第5-7回）
２）グループ討議の内容や実施後の感想を総合的にまとめる。
授業の最後にレポート提出できるようにしておく。（第8回）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・プレゼンテーション（保健教育）は、学校現場や学校保健関
係者をイメージして、わかりやすく指導できているかを評価の
基準とする。
・レポートは、複数の文献から情報収集して分析することがで
きるかを評価の基準とする。
・シミュレーションは、学校保健委員会に参加して、役割に応
じて発言することができるかを評価の基準とする。
・定期試験は、学校保健の意義、制度、領域、関係法規につい
て理解することができているかを主な評価の基準とする。

方法
・プレゼンテーション30％、シミュレーション（模擬体験）
10％、レポート提出10％、定期試験50％により総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『教職エクササイズ第8巻　学校保健』ミネルヴァ書房、
2019年4月発刊

◎－－－　参考書　－－－◎

養護教諭のための学校保健　ISBN 978-4879814616

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストは、４年生まで使います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（授業の到達目標の確認）、
学校保健とは―歴史的視点から　＊課題の決定
第２回　学校の特性―学校保健の意義、構造、制度
第３回　組織における保健関係者の役割と組織活動
第４回　学校内外の関係職種・関係機関との連携協働―学
校保健委員会の開催から
第５回　学校保健各論①―学校安全と危機管理
第６回　学校保健各論②―健康問題の把握と課題解決（健
康診断）＊課題実施
第７回　学校保健各論③―保健管理と保健教育の関連の実
際
第８回　保健教育の主体的取り組み―プレゼンテーション
＊課題の発表と提出



2019-802000C040-01学校保健

小柳　康子

◎看護:A-4,B-3,C-2

1.学校保健の構造を理解して、説明できる。　(A-4)

2.組織的に連携する重要性を理解し、学校保健委員会では、児童生徒の健康課
題解決のために、自分なりの意見を述べることができる。　(B-3)

3.積極的的に保健教育に取り組み、課題があれば自ら修正して、学び続けよう
とする意欲を持つことができる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D181-01基礎看護学実習Ⅰ

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

吉川　千鶴子、中嶋恵美子、宗正みゆき、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

　看護の場と対象、役割について学ぶ初めての実習である。教員や指導者の
指導を受けながら、これまで学んだ看護の基礎理論や基礎看護技術を使っ
て、看護を実践する。看護の実践過程を通して、患者との関係形成や患者理
解について学ぶ。具体的には、入院患者を受け持ち、入院生活を送る患者の
生活環境と日常生活行動を観察し健康時と比較する。そこで、健康障害に
よってもたらされる日常生活上の問題を見出し、援助の必要性を考える。さ
らに、日常生活上の問題に対する解決方法を考え、基本技術や日常生活の援
助技術を活用して、その人に応じた援助を実施するための基礎的能力を習得
することを目的とする。
　実習を担当する教員は、豊富な臨床経験を活かし、学生と一緒に患者の日
常生活援助を行いながら教育的に関わる。難しい援助は、学生にロールモデ
ルを示しながら、学生に経験する機会を与え、経験から学べるように導く。

1.1週間の実習期間に、病院で入院治療を受けている患者を受け持ち、日常生
活の援助を計画、実施、評価し、実践過程を振り返る。
2.1病棟に学生6̃7名配置で、16グループを2クールに分かれて実習する。
3.実習カンファレンスを行い、看護実践過程を振り返って、より良い看護を
考え、学びを共有する場とする。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

患者を身体的、心理的、社会的側面から観察し、情報を分類・整理し、看護
に必要な情報は何かを説明できる。(知識・理解)

健康障害による基本的欲求の変化と日常生活上の問題を説明できる(知識・理
解)

健康障害による日常生活上の問題を解決するための援助の必要性をエビデン
スに基づいて説明できる。(知識・理解)

患者の話を聴き、自分の考えを伝えて、患者の反応の意味を考える双方向の
コミュニケーションがとれる。(技能)

患者に援助の必要性を説明し、患者の了解を得て日常生活の援助ができる。
(技能)

基本を疎かにせず、患者の状態や状況に応じた方法で、安全・安楽に日常生
活の援助ができる。(技能)

患者の個人情報を適切に管理し、人権や尊厳を損なわないよう守秘義務を遵
守する。(態度・志向性)

適切な言葉遣い、身だしなみ、時間やルールを守るなど看護専門職としての
基本的態度が身についている。(態度・志向性)

看護専門職として自己の言動に責任を持ち主体的・探究的に学習する姿勢が
ある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

患者との関係形成に必要な人間関係論、コミュニケーション技術、看護倫理
を2時間以上予習しておく。生活看護技術およびヘルスアセスメントで学んだ
看護技術は受け持ち患者に実践できるように、実習開始までに2時間以上看護
実習室で練習し身につけておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．実習要項の成績実習評価および単位認定の基準に則って成績評価を行う。
2．患者の身体的、心理的、社会的側面から情報を分類・整理し、健康障害に
よる日常生活の変化と問題、問題を解決するための援助の必要性について根
拠をもとに記録できているかを評価する。
3．患者との双方向のコミュニケーションがとれているかを評価する。
4．援助を実施する際は、患者の状況に応じた方法で、安全・安楽に配慮して
実施できているかを評価する。
5．患者の人権や尊厳を守る倫理的態度、専門職としての基本的態度、責任あ
る行動がとれているかを評価する。
6．受け持ち患者へ実施した援助を振り返り、文献を用いて学習を深め考察で
きているかを評価する。
7．実習全般については、カンファレンスへの参加姿勢、事前・事後学習を含
めた実習への取り組み姿勢、実習記録などにより総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1．茂野香おる編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第17
版　医学書院　2019年　2600円+税　
ISBN978-4-260-01999-6
2．任　和子編： 系統看護学講座　基礎看護技術Ⅱ第18版
　医学書院　2019年　2900円＋税　
ISBN978-4-260-02761‐1
3．三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看
護技術第4版　ヌーヴェルヒロカワ　　2017年 2900円＋税
　ISBN978-4-86174-059-6
4．竹尾恵子監修：看護技術プラクティス第3版　学研　
2015年　5200円＋税　ISBN978-4-7809-1202-9　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．実習オリエンテーションは指定の日時に行う（学年暦
参照）。看護学科棟で教員によるオリエンテーション、病
院の臨床講堂で看護部長のオリエンテーションを行う。オ
リエンテーションの欠席者は、実習を認めない。
2．実習開始1週間前は、受け持ち患者の情報提供や、指導
担当教員との調整等が必要である。登校できるように、ス
ケジュール調整をしておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．実習期間：1週間
2．実習場所：福岡大学病院　16病棟
3．学生配置：16グループ 　
　１病棟に6̃7名を配置する。
4．スケジュール
　（1）1日目
　　　学科内実習：事前準備
　　　受け持ち患者の情報提供
　　　受け持ち患者についての事前学習
　　　受け持ち患者に提供する技術の練習
　（2）2日目
　　　病院内施設見学
　　　病棟オリエンテーション
　　　受け持ち患者の紹介
　　　実習行動計画に沿った実践
　　　カンファレンス
　（3）3日目以降
　　　実習行動計画に沿った実践
　　　カンファレンス
　（4）最終日（午前中のみ）
　　　学科内学習：実習のまとめ　



2019-802000D181-01基礎看護学実習Ⅰ

吉川　千鶴子、中嶋恵美子、宗正みゆき、坂梨左織、大村由紀美

◎看護:A-1,A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.患者を身体的、心理的、社会的側面から観察し、情報を分類・整理し、看護
に必要な情報は何かを説明できる。　(A-1)

2.健康障害による基本的欲求の変化と日常生活上の問題を説明できる　(A-3)

3.健康障害による日常生活上の問題を解決するための援助の必要性をエビデン
スに基づいて説明できる。　(A-3)

4.患者の話を聴き、自分の考えを伝えて、患者の反応の意味を考える双方向の
コミュニケーションがとれる。　(B-1)

5.患者に援助の必要性を説明し、患者の了解を得て日常生活の援助ができる。
　(B-2)

6.基本を疎かにせず、患者の状態や状況に応じた方法で、安全・安楽に日常生
活の援助ができる。　(B-2)

7.患者の個人情報を適切に管理し、人権や尊厳を損なわないよう守秘義務を遵
守する。　(C-1)

8.適切な言葉遣い、身だしなみ、時間やルールを守るなど看護専門職としての
基本的態度が身についている。　(C-1)

9.看護専門職として自己の言動に責任を持ち主体的・探究的に学習する姿勢が
ある。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D291-01基礎看護学実習Ⅱ

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

宗正　みゆき、中嶋恵美子、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

健康障害をもつ人を身体的・心理的・社会的側面から全人的に理解
し、その人の発達段階・健康レベルに応じて、科学的根拠に基づいた
看護を実践し、計画的・意図的に展開する能力を養う。
1．2週間の実習期間に一人の患者を受け持ち、患者との関わりや看護
援助、ヘルスアセスメント等の実施を通して、アセスメント、看護問
題の明確化、計画立案、実施、評価、計画の追加・修正の一連の看護
のプロセスを体験し、患者のニーズに応じた日常生活援助の実践にお
いて看護過程を用いることの意義を学ぶ。
2．対象を理解するための情報収集では、ヴァージニア・ヘンダーソ
ンの基本的ニーズの14項目に基づくアセスメントの枠組みを活用す
る。
3.看護実践上の問題点を検討したり、各自の学びを共有する場とし
て、学生が主体的に運営するカンファレンスを行う
4.実習は、1グループ学生6～7名で編成し、8グループずつ2クールに
分かれて行う。
5.実習カンファレンスでは、看護実践過程を振り返るとともに学びを
共有し、より良い看護実践を考える場とする。

実習指導を行う教員は臨床での看護経験を活かして、看護問題の解決
に向けた患者と学生の関係形成や日常生活の援助において指導を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康障害を持つ人を看護の視点を用いて情報収集し、全人的に理解す
ることができる(知識・理解)

コミュニケーション技術やフィジカルアセスメント技術、生活援助技
術を用いて患者の健康状態を把握することができる (技能)

患者の健康上の問題を特定し、看護計画を立案することができる (知
識・理解)

看護計画に基づいて患者に応じた看護援助を実践し、評価することが
できる(技能)

言語的・非言語的コミュニケーションを用いた対象者との相互作用を
通して関係を築くことができる
(技能)

患者の尊厳や価値観、意思を尊重し、患者の権利を擁護することがで
きる(態度・志向性)

看護専門職として自己の言動に責任を持ち、主体的に学習することが
できる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜実習準備＞
1．既習の知識(人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、薬
のはたらき、からだの防御のしくみ、医療安全、看護倫理、診療看護
技術）の復習
2.看護過程の事例展開や看護記録(SOAP記録)の振り返り
3．生活看護技術、ヘルスアセスメントの自己練習（看護技術の自己
評価記録参照）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．実習内容、態度、実習記録を評価資料として知識・技術・態度の
17項目の評価内容を5段階で自己評価したものと合わせて教員が総合
的に評価する（85%）。
2．課題レポートは実習要項の評価表の中の5つの評価項目で評価する
（15％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.実習要項
2.茂野香おる編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第16版
　医学書院　2016　2600円+税　ISBN978-4-260-01999-6
3.任和子編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅱ　第17版　
医学書院　2017　2900円+税ISBN978-4-260-01579-0
4.三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看護
技術第4版ヌーヴェルヒロカワ2015 2900円+税　
ISBN978-4-86174-059-6
5.竹尾恵子監修：看護技術プラクティス第3版　学研　
2015　5200円+税　ISBN978-4-7809-1202-9
 

◎－－－　参考書　－－－◎

看護過程に沿った対症看護、病態生理と看護のポイント　
ISBN 4-05-152246-6
看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践　ISBN
4-86174-056-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．看護過程を展開するのに基礎的な形態機能学、病態学
に関連する知識を有することが望ましい。
2．入院患者を受け持つので、社会人としてのマナーや一
般常識、世事への関心などの素養があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．実習期間：2週間
2．実習場所：福岡大学病院16病棟
3．学生配置：16グループ
　　1病棟に6～7名を配置する。
4．スケジュール
　　全体オリエンテーション(別日程で実施)
(1)1日目
　　学科内実習：事前準備
　　受け持ち患者の情報提供
　　受け持ち患者についての事前学習
　　受け持ち患者に提供する技術の練習
(2)2日目
　　病棟オリエンテーション
　　受け持ち患者の紹介
　　実習行動計画にそった実践
　　カンファレンス
(3)3日目以降
　　実習行動計画にそった実践
　　カンファレンス
（4）最終日
　　学科内学習：実習のまとめ



2019-802000D291-01基礎看護学実習Ⅱ

宗正　みゆき、中嶋恵美子、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎看護:A-1,A-3,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.健康障害を持つ人を看護の視点を用いて情報収集し、全人的に理解すること
ができる　(A-1)

2.コミュニケーション技術やフィジカルアセスメント技術、生活援助技術を用
いて患者の健康状態を把握することができる 　(B-3)

3.患者の健康上の問題を特定し、看護計画を立案することができる 　(A-3)

4.看護計画に基づいて患者に応じた看護援助を実践し、評価することができる
　(B-2)

5.言語的・非言語的コミュニケーションを用いた対象者との相互作用を通して
関係を築くことができる
　(B-1)

6.患者の尊厳や価値観、意思を尊重し、患者の権利を擁護することができる　
(C-1)

7.看護専門職として自己の言動に責任を持ち、主体的に学習することができる
　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D132-01急性期の成人看護

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限～４時限　　試験時間割：2020/01/16　２時限　　

緒方　久美子、岩永　和代、宮林　郁子、浦　綾子、牧　香里、石橋　曜子

◎－－－　概要　－－－◎

　健康状態の急激な変化により生命の危機状況にある患者や手
術療法を受ける患者の治療の特徴及び侵襲的治療による生体反
応の変化のプロセスを学ぶ。急性期から回復期にかけて展開さ
れる患者の救命とQOL向上を目指した全人的な看護の方法を学
ぶ。また、急性期看護に特徴的な倫理的問題や家族が抱える問
題についても学習する。
　授業は急性期の臨床現場での看護経験が豊富な教員が担当し
ており、現場で経験した実際の看護事例を紹介したり、実践に
即した看護技術を示しながら具体的に進めていく。方法は講
義・グループワーク・技術演習にて進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.わが国の救急医療の特徴及び救急現場で展開される看護につ
いて理解することができる。(知識・理解)

2.手術療法を受ける患者の代表的な疾患と治療及び集中治療を
支える医療機器の特徴と管理の方法を理解することができる。
(知識・理解)

3.手術療法を受ける患者の心理的変化と生体反応の変化のプロ
セスを踏まえた看護について理解することができる。(知識・
理解)

4.手術療法を受ける患者に対する看護の技術を習得することが
できる。(技能)

5.急性期看護に特徴的な倫理的問題や家族が抱える問題につい
て考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　既習科目であるからだの構造と機能、疾病の成り立ちと回復
の促進、薬のはたらき、看護過程展開技術、成人看護学概論に
関する知識を前提として授業を進めるので、授業範囲の予習・
復習をして臨むこと（90分）。
　グループワークや技術演習では事前課題を提示するので、準
備して臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は、救急医療・手術療法を受け、急性期にある患者の身
体的・心理的・社会的特徴と看護に関する知識を問う定期試験
を80％とする。手術療法を受ける患者の看護過程の展開技術演
習に関するレポート課題及びグループワーク参加態度を15％、
手術療法を受ける患者に対する看護技術の演習に関するレポー
ト課題及び参加態度を5％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

林直子／佐藤まゆみ編集　成人看護学　急性期看護Ⅰ　概
論・周手術期看護　改訂第2版　南江堂　2015年　2800円
　ISBN 978-4-524-26136-9（改訂第3版が発行予定）　
佐藤まゆみ／林直子編集　成人看護学　急性期看護Ⅱ　救
急看護　改訂第2版　南江堂　2015年　2600円　ISBN
978-524-26137-6（改訂第3版が発行予定）　
T.ヘザー・ハードマン、上鶴重美 原書編集／日本看護診断
学会監訳　NANDA-I　看護診断　定義と分類　2018-2020
　医学書院　2018年　3000円　ISBN 978-4-260-02088-6（1
年次に購入済）

◎－－－　参考書　－－－◎

成人看護学　成人看護技術　改訂第2版　ISBN
978-4-524-58418-7
周術期の臨床判断を磨く　ISBN 978-4-260-00570-8
改訂第4版　救急蘇生法の指針(医療従事者用)　ISBN
978-4-89269-761-6
学習課題に関連した文献を講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中の私語や不要な教室の出入りは他の学生の迷惑に
なるのでしないこと。グループワーク・技術演習には予習
をもって臨み、主体的、積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.急性期看護の基本概念と特徴（緒方）
2.救急看護の基本概念と特徴・救命救急処置（緒方）
3.周手術期看護の基本概念と特徴（岩永）
4.手術前期の看護（岩永）
5.手術期の看護①：手術療法を受ける患者の周手術期管理
（緒方）
6.手術期の看護②：手術室看護（岩永）
7-8.手術後期の看護（岩永）
9.胃の手術を受ける患者の看護（岩永）
10.腸の手術を受ける患者の看護（岩永）
11-12.心臓の治療を受ける患者の看護（緒方）
13-14.周手術期患者の看護過程の展開技術と看護診断：冠
動脈バイパス術患者の看護過程の展開（緒方）
15-16.周手術期の看護技術演習（緒方・岩永・浦・牧・石
橋）
17-20.胃切除術患者の看護過程の展開技術演習：グループ
ワーク（緒方・岩永・浦・牧・石橋）
21.胃切除術患者の看護過程の展開技術演習：グループ発
表（緒方・岩永・宮林・浦・牧・石橋）
22.胃切除術患者の看護過程の展開技術：まとめ（緒方）
23.骨・関節の治療を受ける患者の看護（石橋）
24.術後の院内急変演習（石橋）
25.肺の手術を受ける患者の看護（岩永）
26.脳卒中の治療を受ける患者の看護（牧）
27-28.集中治療を受ける患者の看護（緒方）
29.大血管（胸部・腹部）の治療を受ける患者の看護（緒
方）
30.急性期の成人看護のまとめ（緒方・岩永）
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緒方　久美子、岩永　和代、宮林　郁子、浦　綾子、牧　香里、石橋　曜子

◎看護:A-1,A-3,B-2,C-1

1.1.わが国の救急医療の特徴及び救急現場で展開される看護について理解する
ことができる。　(A-1)

2.2.手術療法を受ける患者の代表的な疾患と治療及び集中治療を支える医療機
器の特徴と管理の方法を理解することができる。　(A-3)

3.3.手術療法を受ける患者の心理的変化と生体反応の変化のプロセスを踏まえ
た看護について理解することができる。　(A-3)

4.4.手術療法を受ける患者に対する看護の技術を習得することができる。　
(B-2)

5.5.急性期看護に特徴的な倫理的問題や家族が抱える問題について考えること
ができる。　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A121-01薬のはたらき

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　疾病の治療や回復過程に薬物は欠かすことができないものであ
る。安全で効果的な薬物治療には医師，薬剤師だけでなく、患者
と接する機会の多い看護師の役割が重要であり、正確で十分な薬
理作用の知識のもとで薬を取り扱うことが要求される。
　本科目ではスライドやプリントを使った講義形式により、以下
の項目について学ぶ。

1) 薬が体に及ぼす影響や、薬に対する体の反応
2) 薬とその使用法に関する基礎的知識（臨床で使用される薬の基
礎知識、医薬品情報収集の方法、処方箋・添付文書、投与方法な
ど）
3) 薬物療法における看護師の役割
4) 薬物療法における注意事項（有害作用、相互作用、誤薬防止な
ど）
5) 疾患別に治療に用いられる繁用医薬品の特性、使用法、副作用
など
6) 法律に基づいた薬物の管理
7) 薬害

　兼岡、大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活か
し、実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬物の薬理作用、薬物動態について、自分の言葉で説明ができ
る。(知識・理解)

薬物の副作用、薬物中毒、薬害について、自分の言葉で説明がで
きる。(知識・理解)

主要な抗感染症薬、抗がん薬、免疫治療薬、抗アレルギー薬、抗
炎症薬、神経作用薬、循環器作用薬、消化器作用薬、生殖器作用
薬、内分泌作用薬について、自分の言葉で説明ができる。(知識・
理解)

感覚器作用薬について、自分の言葉で説明ができる。(知識・理解)

救命用薬物、輸液、血液製剤について、自分の言葉で説明ができ
る。(知識・理解)

漢方薬について、自分の言葉で説明ができる。(知識・理解)

看護実践を行う上で必要な知識、技能、態度を身につけ、必要な
課題を見いだし、対応ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習が不可欠
であり、特に授業前後にテキストを熟読し予習・復習することが
求められる。薬物の名称は理解不能なものが多い。繰り返しの復
習が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　　成績は、薬物と生体の相互作用、個々の疾患に使われる薬物
の作用機序、副作用や併用作用、服薬指導などについてどの程度
正確に説明できるかにより評価する。定期試験の成績(100%)によ
り評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬理学・疾病のなりたちと回復の促進[3]　第14版
　大鹿英世、吉岡充弘、他 著　
　医学書院、2018年
　2,300円+税
　ISBN978-4-260-03184-4

◎－－－　参考書　－－－◎

好きになる薬物治療学
　大井一也　著
　講談社　2010年
　2,160円
　ISBN978-4061541757

ビデオ教材「目で見る薬理学入門」全12巻が医学情報セン
ターAV資料室で利用できる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」と重複すると
ころが多い。有機的な連携が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. オリエンテーション（兼岡、大倉）
 2. 総論 I-薬理作用・薬物動態（兼岡、大倉）
 3. 総論 II-副作用・薬物中毒・薬害（兼岡、大倉）
 4. 抗感染症薬（兼岡、大倉）
 5. 抗がん薬／免疫治療薬（兼岡、大倉）
 6. 抗アレルギー薬／抗炎症薬（兼岡、大倉）
 7. 末梢神経作用薬（兼岡、大倉）
 8. 中枢神経作用薬（兼岡、大倉）
 9. 抗高血圧薬・狭心症治療薬・心不全治療薬（兼岡、大
倉）
10. 不整脈治療薬・利尿薬・脂質異常症治療薬（兼岡、大
倉）
11. 呼吸器系・消化器系・生殖器系に作用する薬物（兼
岡、大倉）
12. 内分泌系・代謝・皮膚・眼に作用する薬物（兼岡、大
倉）
13.  救急用薬物・漢方薬（兼岡、大倉）
14. 輸液剤・輸血剤など（兼岡、大倉）
15. 薬物治療と看護（兼岡、大倉）

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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兼岡　秀俊、大倉　義文

◎看護:A-3,B-2

1.薬物の薬理作用、薬物動態について、自分の言葉で説明ができる。　(A-3)

2.薬物の副作用、薬物中毒、薬害について、自分の言葉で説明ができる。　
(A-3)

3.主要な抗感染症薬、抗がん薬、免疫治療薬、抗アレルギー薬、抗炎症薬、神
経作用薬、循環器作用薬、消化器作用薬、生殖器作用薬、内分泌作用薬につい
て、自分の言葉で説明ができる。　(A-3)

4.感覚器作用薬について、自分の言葉で説明ができる。　(A-3)

5.救命用薬物、輸液、血液製剤について、自分の言葉で説明ができる。　(A-3)

6.漢方薬について、自分の言葉で説明ができる。　(A-3)

7.看護実践を行う上で必要な知識、技能、態度を身につけ、必要な課題を見い
だし、対応ができる。　(B-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D530-01健康行動科学入門「後期　金－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

原田　春美

◎－－－　概要　－－－◎

　人々にとっての健康とは何か、健康行動とは何かを理解す
る。さらに、健康行動に導くことを目的とする行動変容理論を
学び、事例を通して理論についての理解を深めることによっ
て、健康行動を促す支援の基礎を学ぶ。
　授業内容に関しては、学習到達目標に関する学生の自己評価
を参考にして適宜、補足を行う。また、保健師としての勤務経
験を活かし、具体的な事例を用いて説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康の概念と健康行動の概念を説明できる(知識・理解)

健康行動変容に関する看護の機能と役割を説明できる(知識・
理解)

行動変容に関する理論を説明できる(知識・理解)

行動変容理論を用いてニーズや健康課題を捉えることができる
(技能)

行動変容理論を用いて健康行動を促す支援方法を考えることが
できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前には、該当のテキスト部分を読んでおく。講義後は
行動変容理論に関するワークシートを活用して、提示された事
例と行動変容理論とを結び付けて理解を深めるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
１）定期試験では、健康の概念、健康行動の複数の分類に基づ
く概念、講義で扱った行動変容理論について考え方と構成概念
を明確に説明できるかを評価の基準とする。
２）提出課題では、講義で扱った行動変容理論を用いて提示し
た事例を捉え、適切で具体的な支援方法を記述できるか、提出
期限が守られているかを評価の基準とする。
２．評価方法と割合
定期試験60％、授業参加態度（質問への応答やミニッツペー
パー記載状況）等平常点20％、レポート等の提出課題20％とし
て総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

金川克子編：最新保健学講座 公衆衛生看護学概論 メヂカ
ルフレンド社 2017年 3100円：ISBN978-4-8392-2179-9　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・常に自分自身や自分の周りの人々の健康行動に関心を
持っておく。
・本科目で学んだことについての理解を深めるために、健
康行動科学方法論を併せて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.健康の概念と人々にとっての健康

2.健康行動とその変容

3.ヘルスビリーフモデルと健康行動

4.健康行動の準備性や段階性に関する理論と健康行動

5.合理的行為の理論等と健康行動

6.社会認知理論と健康行動

7.ソーシャルサポートと健康行動

8.まとめ



2019-802000D530-01健康行動科学入門「後期　金－２」

原田　春美

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-2

1.健康の概念と健康行動の概念を説明できる　(A-1)

2.健康行動変容に関する看護の機能と役割を説明できる　(A-2)

3.行動変容に関する理論を説明できる　(A-3)

4.行動変容理論を用いてニーズや健康課題を捉えることができる　(B-2)

5.行動変容理論を用いて健康行動を促す支援方法を考えることができる　(B-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000F020-01健康行動科学方法論「後期　金－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

原田　春美、長谷川 珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　全てのライフステージおよび健康レベルの個人や家族を生活
者としてアセスメントし、それぞれの対象に適応した健康の保
持増進・疾病予防・健康課題についての解決支援の方法を学
ぶ。
　授業は学生参加型とし、健康や疾病に関する知識や行動変容
に関する理論等、既習の様々な知識を授業の中で示す事例と結
び付けて考え、支援のありかたについて理解を深めるようにす
る。
　授業内容に関しては、学習到達目標に関する学生の自己評価
を参考にして適宜、補足を行う。また、保健師としての勤務経
験生かし、具体的事例とその支援の実際について説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健師が行う保健指導について説明できる(知識・理解)

行動変容を支援する上で必要な理論や知識を説明できる(知
識・理解)

行動変容理論を活用して対象事例のニーズや健康課題を捉える
ことができる(技能)

行動変容理論や保健指導のスキルを活用して対象事例の健康の
保持増進や健康課題解決のための行動変容を支援できる(技能)

人々の権利を尊重し、擁護する姿勢で、支援を展開できる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題
については、各自で情報収集を行い、指定された様式に内容を
整理し、期限内に提出すること。講義前には、該当部分のテキ
ストを読んでおくこと。講義後は、学習課題（事例）に関する
具体的な展開方法とテキストの内容とを結び付けて、理解を深
めるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
１）定期試験では、健康相談の意義や特徴について明確に説明
できるか、事例の特徴や課題を捉えて健康相談という場での支
援方法を明確に記述できるかを評価の基準とする。
２）学習課題では、①健康行動科学入門で学んだ理論を用いて
事例を捉え、その特徴や課題を明確に記述できるか、②事例に
対する支援計画を立案して健康相談の場で適切で具体的な支援
を展開できるか、③提出期限が守られているかを評価の基準と
する。
３）グループワークでは、参加態度や役割遂行状況を評価の基
準とする。
２．評価方法と割合
　定期試験60％、学習課題30％、グループワーク10％として総
合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村嶋幸代編：最新保健学講座 公衆衛生看護支援技術 メヂ
カルフレンド社 2017年 4300円：
ISBN978-4-8392-2180-5c3347

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　健康行動科学入門で学んだ理論と結び付けて、理解を深
めるようにする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．保健指導とは（原田）
　　保健師が行う保健指導

２．健康相談とは（原田）
　　保健師が行う健康相談とその展開方法

３．健康相談演習（原田）
　　オリエンテーション/事例提示
　　保健指導に必要な知識技術の確認

４．健康相談演習（原田）
　　事例に関する情報収集/アセスメント

５．健康相談演習（原田）
　　支援計画の立案

６．健康相談演習（原田）
　　ロールプレイ学習

７．健康相談演習（原田）
　　ロールプレイ学習

８．ロールプレイ発表会（原田、長谷川）



2019-802000F020-01健康行動科学方法論「後期　金－２」

原田　春美、長谷川 珠代

◎看護:A-2,A-3,B-2,C-2

1.保健師が行う保健指導について説明できる　(A-2)

2.行動変容を支援する上で必要な理論や知識を説明できる　(A-3)

3.行動変容理論を活用して対象事例のニーズや健康課題を捉えることができる
　(B-2)

4.行動変容理論や保健指導のスキルを活用して対象事例の健康の保持増進や健
康課題解決のための行動変容を支援できる　(B-2)

5.人々の権利を尊重し、擁護する姿勢で、支援を展開できる　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000F030-01健康政策論

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

馬場　みちえ

◎－－－　概要　－－－◎

行政における保健医療福祉活動の法的、科学的根拠のある健康
政策の意義、ねらい政策策定プロセスから評価過程を学び、行
政での実践例による地域の健康問題解決方法を理解する。さら
に地域の健康問題を改善するために施策化の必要性を理解し、
住民組織の主体的活動を支援する方法を学ぶ。
講義においては、健康とは、政策とはについて概略を説明し、
我が国が置かれている健康課題の現状について概説する。現在
必要とされているヘルスプロモーションやヘルスリテラシーな
考え方について講義する。そのうえで、最近の健康政策のト
ピックスの企画、立案、実施方法について理解し、さらに他職
種との役割の違い、連携、チームで考えることができるよう、
具体的な事例で講義する。学生自身再度「健康とは」「健康政
策に結び付けるには」が考えることができるようすすめてい
く。
行政保健師の経験を踏まえ、健康にかかる政策がどのように立
案、施策化、法律化、周知、活動の流れがあるのか、保健医療
福祉活動がどのように動いているのか、今後の人々の健康がど
う変わっていき、どのような状態がいいのかについて視点を持
つことができるよう講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康とは何か、社会保障と健康政策とは何かについて理解でき
る(知識・理解)

保健医療福祉分野でのヘルスプロモーション活動実践に役立て
ることを目的とした人々の健康課題を解決するための科学的根
拠を理解できる(知識・理解)

現代の社会情勢とともに変化してきている健康政策、施策化の
必要性について理解できる(知識・理解)

保健医療福祉の場における健康政策としての多職種での協働連
携について理解できる(知識・理解)

健康政策に活かしていくための方法について学び、これからの
健康政策について考えることができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

今までに学んだ知識を応用して考察する場面が多い。
よって既習した内容（保健医療福祉行政論、各看護学実習等で
学んだこと、公衆衛生看護学関連科目）を復習をして講義に臨
むこと。
講義後の事後学習で再確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地域における保健医療福祉活動の法的制度について理解できて
いるかどうか、健康政策が科学的根拠に基づいており、意義、
ねらいとともに政策策定プロセスから評価過程が理解できてい
るかどうかを課題レポート(個人）、定期試験で評価する。
地域のあらゆる健康問題と施策化の必要性を理解し、住民組織
の主体的活動を支援することが理解できているかどうか、これ
からの健康施策を考えることができているかどうかを課題レ
ポート（個人）で評価する。
課題レポート(個人） 　　　　20％
定期試験　　　　　　　　　　80％

◎－－－　テキスト　－－－◎

厚生労働統計協会、国民衛生の動向　2500円2018-2019版
　9784875117773

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

レポートではこれまでに既習した学習内容を踏まえて作成
する

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.日本の健康政策における意義
　　健康政策とは、社会保障とは
2.日本の保健医療福祉に関する目的と法律―
　　健康とは、我が国がおかれている健康課題
3.日本における保健医療福祉政策１
　　ヘルスプロモーションとヘルスリテラシー
4.日本における保健医療福祉政策２
　　地域包括ケアシステム
5.国、県、市町村における健康政策の企画・立案
　施策化
6.科学的根拠を活かした公衆衛生看護活動
7.健康政策からみた多職種との協働連携と公衆衛生看護活
動の実際
8.保健医療福祉の場における看護職の役割



2019-802000F030-01健康政策論

馬場　みちえ

◎看護:A-2,A-3,C-3

1.健康とは何か、社会保障と健康政策とは何かについて理解できる　(A-2)

2.保健医療福祉分野でのヘルスプロモーション活動実践に役立てることを目的
とした人々の健康課題を解決するための科学的根拠を理解できる　(A-3)

3.現代の社会情勢とともに変化してきている健康政策、施策化の必要性につい
て理解できる　(A-3)

4.保健医療福祉の場における健康政策としての多職種での協働連携について理
解できる　(A-2)

5.健康政策に活かしていくための方法について学び、これからの健康政策につ
いて考えることができる　(C-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000C050-01健康相談活動

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/26　３時限　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かし、「健康相談の専門性と
保健室の機能を生かす」をテーマに、児童生徒の発達段階や個
別性、心身の健康課題に合わせた相談のあり方についてアプ
ローチする。
講義のねらいは以下の3点である。
（１）養護教諭の健康相談における倫理的配慮ついて、グルー
プディスカッションを通して自分の考えを表現できる。
（２）事例検討を踏まえて、健康相談における養護教諭の職務
の専門性と保健室の機能とは何かについて思考を深める。
（３）児童生徒の心身の健康問題や葛藤を伴う事例のロールプ
レイを行うことにより、児童生徒の問題背景を踏まえる重要性
に気付くことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様な社会生活背景や発達段階にある児童生徒を理解するため
に、心身のアセスメントを行う重要性を説明できる。

(知識・理解)

子どもの心身の状態に応じて、どのような専門家・専門機関に
コーディネート・連携をすべきか自分なりに説明できる。(技
能)

子どもの心身の健康相談に関するロールプレイに積極的に参加
し、学び続けようとする意欲をもつことができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・児童生徒にみられる健康課題について、普段から関心を持ち
情報を集めておく。（第1-９回）
・指定した事例資料を事前に読んでおく。（第1-９回）

＜事後学習＞
・健康相談を振り返り、相談シートにまとめておく。授業の最
後に提出できるようにしておく。（第10-15回）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・プレゼンテーションは、複数の文献を用いて調べ、メンバー
と協力して積極的に発表できたかを評価の基準とする。
・課題レポートは、考察を交えて事例分析ができているかを評
価の基準とする。
・グループ学習（ロールプレイ）は、配役になりきって積極的
に参加できたかを評価の基準とする。
・定期試験は、健康相談の目的、対象者、留意点と養護教諭の
役割、カウンセリング的対応が望ましくない場合、事例の対応
と支援、養護教諭のアセスメントを理解しているかを主な評価
の基準とする。
方法
・プレゼンテーション2０％、課題レポート２０％、グループ
学習２０％、定期試験40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

森田光子『養護教諭の健康相談ハンドブック』東山書房

◎－－－　参考書　－－－◎

学校保健実務必携第4次改訂版　ISBN 978-4-474-05673-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教育職員免許法施行規則第９条に、養護教諭養成における
養護に関する専門科目として「健康相談活動の理論及び方
法」が定められていることに従い、本科目の名称を「健康
相談活動」としています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（授業の到達目標の確認、資
料の説明）健康相談の基本―話す・聴く＊課題の決定
第２回　ストレスの要因とストレス対処法―系統的な保健
学習における指導
第３回　発達段階により生じやすい心理的健康課題の特徴
第４回　健康相談における見立て（子どもの成長発達と社
会背景の理解）
第５回　アセスメントのプロセス（健康相談・救急処置活
動場面における見立て）
第６回　健康相談の技術―他職種連携のコーディネート
第７回　健康相談の技術―境界性人格障害などの対応の留
意点
第８回　健康相談の技術―カウンセリング
第９回　健康相談の技術―自殺予防
第10回　事例研究①頻回来室の事例　＊課題の実施
第11回　事例研究②いじめ、虐待
第12回　事例研究③発達障害
第13回　事例検討④自傷行為・摂食障害
第14回　事例検討④不登校、保健室登校
第15回　健康相談の見立てと支援の研究
　＊課題の発表　　　　まとめ―ディスカッション



2019-802000C050-01健康相談活動

小柳　康子

◎看護:A-4,B-3,C-2

1.多様な社会生活背景や発達段階にある児童生徒を理解するために、心身のア
セスメントを行う重要性を説明できる。

　(A-4)

2.子どもの心身の状態に応じて、どのような専門家・専門機関にコーディネー
ト・連携をすべきか自分なりに説明できる。　(B-3)

3.子どもの心身の健康相談に関するロールプレイに積極的に参加し、学び続け
ようとする意欲をもつことができる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D232-01健康なこどもの成長発達と生活支援

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

宮城　由美子、松本祐佳里・藤原 悠香

◎－－－　概要　－－－◎

　こどもと家族のおかれている状況、社会の中でこどもと家族が健
康な生活を送るために必要な支援について解説する。看護師及び小
児看護専門看護師として小児看護の臨床経験や、地域や保育所にお
ける育児支援などの実務経験をいかして、健康なこどもの支援につ
いて解説する。
１．乳児期・幼児期の基本的生活習慣および社会的生活習慣の獲得
について講義形式で説明する。
２．．演習において、乳幼児のこどもと母親とのコミュニケーショ
ンの実際を通して、母子関係・個人差などこどもの成長発達につい
て再考することが出来る。
３幼児期の基本的生活習慣化を図るために、幼児期のこどもと家族
に対する健康保育（保健指導）についてグループワークを取り入
れ、実際に展開する
４．学童期においては、学校保健に関することの知識理解を講義形
式で説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小児各期のこどもの生活とその支援について具体的に述べることが
できる。(知識・理解)

こどもの言葉の獲得過程・認知能力を理解し、こどもとのコミュニ
ケーションについて考え実践することができる。(技能)

現代社会におけるこどもの健康に関する問題について述べることが
できる。(知識・理解)

こどもを取り巻く社会環境（法律･施策･育児環境）について述べる
ことができる。(知識・理解)

こどもと家族の基本的生活習慣の獲得･習慣化に向けた支援が実施
できる。(技能)

こどもの権利について理解し、こどもと家族への健康に関する支援
を考え実施することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１、こどもの生活支援に必要な育児技術については事前課題（ワー
クブック）を行い授業に臨むこと（90分）。
２、グループワークにより、テーマに即した発表資料をまとめてお
くこと（90分）。
３、赤ちゃん先生において、担当のこどもの発達段階について調べ
ておくこと（90分）。
４、実施した健康保育について示す課題について作成すること（90
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，こどもと家族が健康な生活を送るための知識の理解を定期試験
で評価する。(70％)
２，グループワークによりグループでの成果をまとめ、作成し発表
することができ、他のグループの発表に対して適切な評価･批判が
できることを評価基準とする。(10％)
３，赤ちゃん先生の演習を通して、担当児の成長発達についてまと
め、こどもとのコミュニケーションについて自分の見解を明確に記
述しているかを評価の基準とする。（10％）
４，こどもの権利を理解した上で健康保育のテーマに関連する「こ
どもと家族の基本的生活習慣」について、3文献以上活用し自分の
見解を記述しているかを評価基準とする。(10％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
①．医学書院．2018【ISBN978-4-260-02002-2】2800円
　奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護
学②．医学書院．2018【ISBN978-4-260-01990-3】3300円

◎－－－　参考書　－－－◎

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　【ISBN】978-4-8404-4918-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小児の成長発達についての基礎的知識を復習しておくこ
と。
授業の順番は変更する可能性あり

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．乳幼児の生活援助①（宮城）
２．乳幼児の生活援助②（宮城）
３．こどもとのコミュニケーション（宮城）
４．こどもを守るための支援①　事故防止　　　　　　
（宮城）
５．こどもと家族とのコミュニケーション　演習
　　　（宮城・松本・藤原）
６．幼児期の基本的生活習慣への支援①　演習
　　　(宮城・松本・藤原）
７．こどもを守るための支援②　演習　　　　　　　（宮
城・松本・藤原）
８．こどもを守るための支援③　
　　　予防接種／健康診査　（宮城）
９．ネパールと日本のこどもの健康管理（宮城)
10．幼児期の基本的生活習慣への支援②　G発表
　　　（宮城・松本・藤原）
11．幼児期の基本的生活習慣への支援③　GW
　　　（宮城・松本・藤原）
12．家庭における子どもの健康管理（宮城）
13．こどもの権利と健康（松本）
14．幼児期の基本的生活習慣への支援④　発表
　　　（宮城・松本・藤原）
15．こどもを取り巻く社会施策（藤原）



2019-802000D232-01健康なこどもの成長発達と生活支援

宮城　由美子、松本祐佳里・藤原 悠香

◎看護:A-1,A-2,A-4,B-2,C-1

1.小児各期のこどもの生活とその支援について具体的に述べることができる。
　(A-1)

2.こどもの言葉の獲得過程・認知能力を理解し、こどもとのコミュニケーショ
ンについて考え実践することができる。　(B-2)

3.現代社会におけるこどもの健康に関する問題について述べることができる。
　(A-4)

4.こどもを取り巻く社会環境（法律･施策･育児環境）について述べることがで
きる。　(A-2)

5.こどもと家族の基本的生活習慣の獲得･習慣化に向けた支援が実施できる。　
(B-2)

6.こどもの権利について理解し、こどもと家族への健康に関する支援を考え実
施することができる。　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000F040-01公衆衛生看護活動論Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/21　５時限　　

長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

臨床看護から地域での健康や生活とのつながりを視野に入れ、
地域における個人・家族の健康レベル、保健行動の特性、ライ
フステージによって異なる潜在あるいは顕在している多様な健
康課題について学ぶ。また、公衆衛生の場における看護職の役
割と内容、活動の根拠となる法や制度を基盤とした活動実践過
程における課題と展望について学ぶ。
保健師として公衆衛生看護活動に従事した実務経験を活かし、
実際に関わった事例等を参考に、多様な生活背景や価値観をも
つ対象に対する法律や制度に基づく支援について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

発達段階における健康課題の特徴を理解し、説明することがで
きる(知識・理解)

ライフステージ別の健康管理活動や疾病予防活動のための地域
看護活動を理解し、対象別の要点を説明できる。(知識・理解)

健康課題を有する対象が地域社会生活を継続するための保健活
動と社会制度、制度の実施主体を正確に説明できる。(知識・
理解)

学校保健・産業保健活動における、看護職の基本的な役割と内
容を理解し、その特徴を説明できる。(知識・理解)

対象となる住民の多様化について理解し、個別性に応じた制度
の必要性について説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書を中心に授業を行い、適宜、課題を課す。講義の進行に
従って、予習（30分）と復習（30分）に努める。
課題は、テーマに関する事柄について文献等で理解を深め、客
観的情報と自らの考えを結び付けて明確に記述する（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
①～③を評価の基準とする。
①地域で生活する人々のライフステージに応じた健康課題およ
び各病態に対応した予防や支援制度とその意義を正しく理解
し、記述することができるか
②学校保健や産業保健での看護職の役割について理解できたか
③講義での学びや学生自身の考えが明確に記述されているか
　
２．評価方法
　定期試験、課題(レポート等）を総合的に判断する。

３．評価の割合
　定期試験70％、課題30％
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

松田正巳ら著、標準保健師講座3.対象別公衆衛生看護活
動、医学書院、2018年、本体3,400円： ISBN
978-4-260-03187-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．公衆衛生学（1年次必修科目）と結びつけながら学習
する。
２．課題は提出期限を厳守する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.母子保健の動向
２.乳幼児期の保健指導とリスクへの対応
３.成人保健の動向と成人期の保健活動
４.高齢者保健の動向と健康課題への支援
５.精神障害者の生活を支える施策
６.障害者(児）保健医療福祉の動向と保健活動
７.難病保健施策と患者・家族への支援
８.感染症対策の変遷と保健活動
９.感染症対策における疾病管理と保健活動
１０.歯科保健活動の意義
１１.学校保健の基本と看護職の役割
１２.産業保健の基本と看護職の役割
１３.地域包括ケアの意義と保健師活動
１４.健康危機管理対策
１５.対象別地域看護活動のまとめ



2019-802000F040-01公衆衛生看護活動論Ⅰ

長谷川　珠代

◎看護:A-1,A-2,A-4

1.発達段階における健康課題の特徴を理解し、説明することができる　(A-1)

2.ライフステージ別の健康管理活動や疾病予防活動のための地域看護活動を理
解し、対象別の要点を説明できる。　(A-2)

3.健康課題を有する対象が地域社会生活を継続するための保健活動と社会制
度、制度の実施主体を正確に説明できる。　(A-2)

4.学校保健・産業保健活動における、看護職の基本的な役割と内容を理解し、
その特徴を説明できる。　(A-2)

5.対象となる住民の多様化について理解し、個別性に応じた制度の必要性につ
いて説明できる。　(A-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000F050-01公衆衛生看護活動論Ⅱ

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

原田　春美、長谷川 珠代　馬場 みちえ

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、公衆衛生看護活動のうち、地域住民の健康課題
の解決や疾病予防を目的とした個人－家族－地域（集団）を対
象とする家庭訪問と健康教育の展開方法及び支援技術について
学ぶ。
　授業は、学生参加型の講義及び演習形式とする。演習では、
疾病に関する知識や行動変容に関する理論等の既習の様々な知
識を活用して、対象者の生活に即した支援の方向性を学生間で
ディスカッションし、実際の支援活動のロールプレイを行う。
　授業内容に関しては、学習到達目標に関する学生の自己評価
を参考にして適宜、補足を行う。また、保健師としての実務経
験を活かし、実際にかかわった事例を示して、保健指導案の立
案や展開がスムーズに進められるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公衆衛生看護活動における保健指導の目的を説明できる(知
識・理解)

予防的支援の必要性を説明できる(知識・理解)

対象者の生活に着眼した支援が展開できる(技能)

住民（家族）を対象とした家庭訪問について、支援の方向性を
決定し、実施し、評価することができる(技能)

住民（集団）を対象とした健康教育について、支援の方向性を
決定し、実施し、評価することができる(技能)

自己決定権を尊重して保健指導を行う姿勢が身に付いている
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習をスムーズに進めるために、保健指導の理論や方法は勿
論、提示された事例を理解し、分析するために必要な専門知識
について調べておく。また、演習終了後は、それらの専門知識
と演習内容を結び付けて理解を深めるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１.評価基準
１）定期試験
公衆衛生看護活動で健康課題の解決や疾病予防を目的とした保
健指導に関する考え方、方法論について基本的理解ができてい
るかを評価の基準とする。
２）演習課題（グループ・個人）や演習態度
演習課題とした保健指導技術を用いた家庭訪問計画の立案、実
施、評価のプロセス及び健康教育の企画、実施、評価のプロセ
スを評価する。提出課題は、十分な情報収集をし、そのデータ
に基づいて個人あるいはグループでの見解を明確にすることが
できたかを評価基準とする。演習時に積極的に取り組む姿勢や
グループワークへの積極的な参加・協力態度についても随時評
価表で評価する。
２.評価方法と割合　
定期試験60％、演習・課題レポート30％（グループ20％、個人
10％）、演　習態度10％

◎－－－　テキスト　－－－◎

金川克子編最新保健学講座　公衆衛生看護学概論　メジカ
ルフレンド社2017年 3100円　ISBN978‐4‐8392‐2179‐
9c3347
村嶋幸代編　最新保健学講座　公衆衛生看護支援技術：メ
ジカルフレンド社2017年 4300円：ISBN978‐4‐8392‐
2180‐5c3347

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜演習レポートの提出を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．公衆衛生看護活動とは（原田）　
　・保健師が行う保健指導の展開方法と技術
２．家庭訪問とは（原田）
　・保健師が行う家庭訪問の展開
３．家庭訪問演習（原田）
　・オリエンテーション/事例提示
　・事例に関する情報収集/アセスメント
４．家庭訪問演習（原田）
　・家庭訪問計画の作成
５．家庭訪問演習（原田）
　・ロールプレイ学習
６．家庭訪問演習（原田）
　・ロールプレイ学習
７．家庭訪問演習（原田・長谷川・馬場）
　　ロールプレイ発表会
　　家庭訪問の評価
８.健康教育とは(長谷川）
９．健康教育演習(長谷川）
　・オリエンテーション/テーマ提示
　・テーマに関する情報収集
10．健康教育演習(長谷川）
　・健康教育指導案の作成
11．健康教育演習(長谷川）
　・健康教育媒体の作成
12．健康教育演習(長谷川）
　・健康教育媒体の作成
13．健康教育演習(長谷川）
　・ロールプレイ学習
14．健康教育演習(長谷川）
　・ロールプレイ学習
15．健康教育演習（長谷川・原田・馬場）
　・ロールプレイ発表会
　・健康教育の評価



2019-802000F050-01公衆衛生看護活動論Ⅱ

原田　春美、長谷川 珠代　馬場 みちえ

◎看護:A-3,B-2,C-1

1.公衆衛生看護活動における保健指導の目的を説明できる　(A-3)

2.予防的支援の必要性を説明できる　(A-3)

3.対象者の生活に着眼した支援が展開できる　(B-2)

4.住民（家族）を対象とした家庭訪問について、支援の方向性を決定し、実施
し、評価することができる　(B-2)

5.住民（集団）を対象とした健康教育について、支援の方向性を決定し、実施
し、評価することができる　(B-2)

6.自己決定権を尊重して保健指導を行う姿勢が身に付いている　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000F060-01公衆衛生看護活動論Ⅲ

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　３時限　　

馬場　みちえ、原田　春美、長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は講義と演習で構成される。演習は少人数のグループで行う
ため積極的な参加と協力が必要である。
　講義においては、健康と健康の決定要因（生物学的、物理的、社
会文化的、政治経済的要因）の関連や、これらが複雑に相互作用し
ながら個人の健康レベルを決定することを最新の知見をもとに概説
する。また、集団に対する健康支援が、地域診断をもとにした計画
立案、実施、評価の一連のプロセスによって行われることを、公衆
衛生看護分野における実際の健康支援プロセスを紹介しながら講義
する。
　演習では、地域診断の理論としてコミュニティーアズパートナー
モデルを使用し、既存の統計資料や地域の情報を活用しながら実際
に地域診断を行う。
　保健師の経験を踏まえ、地域全体の健康を向上するために必要な
要因をつないで考える能力を養えることと、ソーシャルキャピタル
の考え方をもって地域での保健師活動の情報収集・計画・実行・評
価できる視点をもてるよう講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．人の健康が個人要因に加え、様々な環境要因によって影響され
ることを理解し、内容を具体的事例で説明することができる。(知
識・理解)

２．保健活動に必要な地域診断の理論と技術を修得する。(知識・
理解)

３．既存の統計資料の収集や住民インタビューを通して、地域特性
や地域に住む人々の健康状態を把握・分析し、健康課題の特定と優
先度の決定を行う。 (知識・理解)

４．地域診断の結果をもとに保健活動計画が立案され、実施、評価
がなされる集団健康支援の一連のプロセスを理解する。 (技能)

５．公衆衛生看護管理・健康危機管理・地域ケアシステムづくり、
多職種連携における保健師の役割を理解する。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題につ
いては、各自で情報収集を行い、指定された様式に内容を整理し、
期限内に提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　　定期試験に関しては、地域診断の理論と技術、対象別に収集す
べき
　統計資料やデータを分析し、健康課題の抽出と優先度の決定およ
び計
　画立案と評価について理解し、明確に記述しているかを評価の基
準と
　する。提出課題に関しては地域診断の方法やプロセスについて、
理解した
　ことや自ら情報収集を行い学習した内容を記述しているかを評価
の基
　準とする。グループワークに関しては、参加度や役割遂行状況を
評価の基
　準とする。
②評価方法　定期試験、提出課題、グループワーク内容
③評価の割合　定期試験50％、提出課題30％、グループワーク内容
20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

平野かよ子編、最新保健学講座　公衆衛生看護管理論、メ
ヂカルフレンド社、2015年、本体3,300円：
ISBN978-4-8392-2175-1

◎－－－　参考書　－－－◎

コミュニティアズパートナー　地域看護学の理論と実際　
ISBN 978-4-260-33246-0
2年次「公衆衛生看護学Ⅰ」のテキスト

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分が暮らす街、実家など、住んでいる街を時には乳児の
母のつもりで、時には高齢者のつもりで歩いたり、広報誌
にも目を向けて地域で何が行われて、どこに人は集まるか
を常に意識して生活してみること。また、地区踏査時は、
現地への旅費に関して相応の負担が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．公衆衛生看護活動における地域診断とは（馬場）
２．地域診断の過程（馬場）
３．地域診断を生かした看護活動の実際（馬場）
４．事業計画と予算、評価、公衆衛生看護管理（馬場）
５．地域診断演習１：既存資料からの情報収集（馬場）
６，７．地域診断演習２：地区踏査による情報収集（馬
場）
８．地域診断演習３：アセスメント（馬場）
９．地域診断演習４：課題の検討（馬場）
１０．地域診断演習５：健康課題の抽出（馬場）
１１．地域診断演習６：追加すべき情報の検討（馬場）
１２．地域診断演習7：発表会準備（馬場）
１３．地域診断演習8：発表会（馬場・原田・長谷川）
１４．健康危機時の管理（馬場）
１５．地域ケアシステムづくりのポイント、まとめ（馬
場）



2019-802000F060-01公衆衛生看護活動論Ⅲ

馬場　みちえ、原田　春美、長谷川　珠代

◎看護:A-2,A-4,B-4,C-2

1.１．人の健康が個人要因に加え、様々な環境要因によって影響されることを
理解し、内容を具体的事例で説明することができる。　(A-2)

2.２．保健活動に必要な地域診断の理論と技術を修得する。　(A-4)

3.３．既存の統計資料の収集や住民インタビューを通して、地域特性や地域に
住む人々の健康状態を把握・分析し、健康課題の特定と優先度の決定を行う。
　(A-2)

4.４．地域診断の結果をもとに保健活動計画が立案され、実施、評価がなされ
る集団健康支援の一連のプロセスを理解する。 　(B-4)

5.５．公衆衛生看護管理・健康危機管理・地域ケアシステムづくり、多職種連
携における保健師の役割を理解する。 　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000F070-01公衆衛生看護学実習

 期別：通年　　単位数：5　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

馬場　みちえ、原田　春美、長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　本実習では、あらゆる発達段階，健康レベルにある個人、家
族、集団、組織、さらにはそれらを含む地域を対象とした健康
の保持増進、疾病の予防と回復を目指す公衆衛生看護活動とそ
れらを担う保健師の役割や支援方法について、保健所や市町村
等の行政機関における保健活動に実際に参加し、学内で学んだ
ことと結びつけながら理解を深める。また、行政機関で展開さ
れている制度の活用やニーズの施策化を跡づけることを通し
て、その必要性や難しさ、実際のプロセスについて理解を深め
る。
　保健師経験を踏まえ、保健師の活動そのものとその考え方、
あり方について理論と実際の理解が深められるよう指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．地域を構成する人々の健康状態と地域の特性を連動させて
アセスメントし、地域の健康課題に対するPDCAの展開を理解
する。 (知識・理解)

２．地域の健康の保持増進、疾病の回復と予防をねらいとした
地域ケアシステムについて理解する。(知識・理解)

３．地域の健康課題の解決や健康増進能力を高めるための公衆
衛生看護活動の実際を理解し、保健師の役割を理解し、指導に
より実践できる。 (技能)

４．実習地域の地区診断を行うとともに、対象に即した健康教
育を実践できる。 (技能)

５．実習に関する個人情報を保護し、真摯な態度で積極的に実
習に臨むことができる。  (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実習前には、公衆衛生看護学ノートの作成と実習テーマの設
定それらにそった公衆衛生看護学の授業の復習、コミュニ
ティ・アズ・パートナーモデルを用いた地区診断の充実、実習
テーマの準備等を行っておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
　１）実習態度については、実習や事前事後学習に主体的に取
り組んでいるか、カンファレンスで積極的に発言しているか、
個人情報について配慮しているか等を評価の基準とする。
　２）実習課題については、①記録は実習要項の目的目標を理
解し、公衆衛生看護活動やその中での保健師の役割・地域ケア
システム・公衆衛生管理や危機管理体制等に関する実習中の体
験や学びを自分の言葉で適切かつ明確に記述しているか、②地
域や対象の特性をとらえた効果的な健康教育計画の立案と実施
ができているか、③地域住民と地域そのものをアセスメントし
てその健康課題と考え得る支援方法を明確に述べているか、④
実習テーマの設定とその理由および実習テーマに関する学びに
ついて適切かつ明確に述べているか、⑤公衆衛生看護学ノート
での事前課題への取り組み、⑥提出期限が守られているか等を
評価の基準とする。
２．評価方法　実習課題、実習態度を総合的に評価する。
３．評価割合　実習課題80％、実習態度20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

公衆衛生学、公衆衛生看護学総論、公衆衛生看護活動論
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、健康行動科学入門、健康行動科学方法論、疫
学・保健統計のほか、専門分野で使用したテキストを十分
に活用し、実習すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学外での実習であり、学生は住民や利用者から社会人と
みられるため、よりいっそう相応しい言葉使い、服装、マ
ナー、時間厳守が求められる。実習態度も評価されるので
留意してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.実習期間：５週間

２．実習場所：保健所とその管轄市町村、政令指
　定都市、中核市等の行政機関

３．スケジュール
　各実習施設で異なるので、実習オリエンテーションで説
明する。



2019-802000F070-01公衆衛生看護学実習

馬場　みちえ、原田　春美、長谷川　珠代

◎看護:A-2,A-3,B-2,C-1

1.１．地域を構成する人々の健康状態と地域の特性を連動させてアセスメント
し、地域の健康課題に対するPDCAの展開を理解する。 　(A-2)

2.２．地域の健康の保持増進、疾病の回復と予防をねらいとした地域ケアシス
テムについて理解する。　(A-3)

3.３．地域の健康課題の解決や健康増進能力を高めるための公衆衛生看護活動
の実際を理解し、保健師の役割を理解し、指導により実践できる。 　(B-2)

4.４．実習地域の地区診断を行うとともに、対象に即した健康教育を実践でき
る。 　(B-2)

5.５．実習に関する個人情報を保護し、真摯な態度で積極的に実習に臨むこと
ができる。  　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D471-01公衆衛生看護学総論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/31　５時限　　

原田　春美

◎－－－　概要　－－－◎

　看護における公衆衛生看護の位置付けや歴史、理念、意義、健
康の捉え方、対象が多様であること、構成領域、理論等について
学ぶことを通して、予防的視点を持ち、生活の営みの中で対象自
らが健康を保持・増進し、健康課題に気付き、解決できるように
するというアプローチの基本を理解する。
　本講義は授業の中で、視聴覚教材を用いたり、保健師経験のあ
る教員が実際に係った具体的事例を引用しながら説明したり、公
衆衛生において経験豊富な専門職の話を聞いたり、その経験を跡
付けたりすることによって、地域住民を対象とした看護活動のイ
メージ化が促され、理解が深まるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公衆衛生看護の歴史・理念・構成領域・役割を説明できる(知
識・理解)

公衆衛生看護活動を支える法・制度を説明できる(知識・理解)

公衆衛生看護活動の基盤となる理論を説明できる(知識・理解)

公衆衛生看護の対象は個人、集団、組織、そして地域社会である
ことを説明できる(知識・理解)

生活者として対象を捉え、その営みの中で健康生活を支える看護
の在り方を説明できる(知識・理解)

地域社会に顕在するあるいは潜在するニーズや健康課題に対応す
る公衆衛生看護実践の在り方を説明できる(知識・理解)

少子高齢社会における地域密着型ケアを重視した実践活動の重要
性を説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前には、該当のテキスト部分を読んでおく。講義後は提
示された事例や具体的な展開方法とテキストの内容とを結び付け
て、理解を深めるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
１）定期試験では、公衆衛生看護の理念・意義・対象・構成領
域・役割、公
　衆衛生看護活動を支える法･制度、公衆衛生看護活動の基盤と
なる理
　論、日常生活の営みの中での健康生活の支援方法や地域密着型
ケアを
　重視した実践活動について明確に説明できるかを評価基準とす
る。
２）提出課題では、地域社会に顕在するあるいは潜在する健康課
題や
　ニーズに対応する公衆衛生看護実践の在り方を自分の言葉で明
確に
　記述できるか、提出期限が守られているかを評価基準とする。
３）平常点では時間中に提示した課題に主体的に取り組み、自分
の考え
　や意見を述べることができるかを評価基準とする。
２．評価方法と割合
　定期試験60％、提出課題20％、授業参加態度等平常点20％とし
て総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

金川克子編：最新保健学講座 公衆衛生看護学概論 メヂカ
ルフレンド社 2017年 3100円：ISBN
978-4-8392-2179-9c3347　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

地域で暮らす人々のニーズや諸制度は社会と共に変化する
ものなので、常に社会の動向に関心を持ち、健康課題や制
度の課題を考えるようにする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．公衆衛生看護学の位置付けと理念、目的、意義、構成
領域
２．公衆衛生看護活動の歴史
３．健康の捉え方と公衆衛生看護の理論
４．公衆衛生看護の対象としての地域住民の特性と捉え方
５．地域保健に係わる法律と公衆衛生看護活動
６．学校保健に係わる法律と養護教諭活動
７．労働安全衛生に係わる法律と産業看護活動
８．保健指導の意味と機能
９．公衆衛生看護における個人･家族を対象とした支援方
法
10．公衆衛生看護における集団･組織を対象とした支援方
法
11．公衆衛生看護における地域を対象とした支援方法
12．公衆衛生看護活動方法（公衆衛生看護管理を含む）‐
行政保健師の立場から考える
13．公衆衛生看護活動方法－住民の立場から考える
14．公衆衛生看護活動方法－地域の中の支援者の立場から
考える
15．まとめ



2019-802000D471-01公衆衛生看護学総論

原田　春美

◎看護:A-1,A-2,A-3

1.公衆衛生看護の歴史・理念・構成領域・役割を説明できる　(A-2)

2.公衆衛生看護活動を支える法・制度を説明できる　(A-2)

3.公衆衛生看護活動の基盤となる理論を説明できる　(A-3)

4.公衆衛生看護の対象は個人、集団、組織、そして地域社会であることを説明
できる　(A-1)

5.生活者として対象を捉え、その営みの中で健康生活を支える看護の在り方を
説明できる　(A-2)

6.地域社会に顕在するあるいは潜在するニーズや健康課題に対応する公衆衛生
看護実践の在り方を説明できる　(A-2)

7.少子高齢社会における地域密着型ケアを重視した実践活動の重要性を説明で
きる　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D570-01国際保健看護「後期　月－３」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

宮林　郁子、黒髪　恵

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は講義とディスカッションで構成される。
　講義では、世界の健康問題とその背景にある多様な文化、環
境、政治、経済、社会制度などの講義を通して、健康問題を包
括的に捉える必要性を学ぶ。また、現在、世界が抱える健康問
題の動向と対策を概説し、国際保健医療活動において、活動の
必要性、実行可能性、継続性を考えることの重要性を学ぶ。
ディスカッションでは、現在の国際保健・看護分野のトピック
スについて討議し、個人の見解やその解決方法を考える。講義
は英語で行うことがある。
　担当は国際社会での看護実務経験の豊富な看護教員がそれぞ
れの専門領域で実践してきたことを通して講義を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際的な観点から、人々の健康問題をとらえ、人間の生命、生
活、文化による違いについて学び、理解する。(知識・理解)

国際社会の状況を踏まえて、保険医療福祉のニーズや健康問題
を理解し、看護の役割について知識を得る。(知識・理解)

多様な文化や価値観、社会を理解するための知識を得る(知
識・理解)

レイニンガーの理論に基づき国際社会での看護の実践を理解
し、説明できる。(知識・理解)

内乱や紛争で、難民となった人々や、外国で生活する人たちの
生命や人間の権利を守るといった看護職の役割、倫理的判断や
倫理的行動や姿勢が身につく。(態度・志向性)

国際社会の動向を知り、グローバルな視点で看護を考える姿勢
がとれる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

常に国際社会の動向に関心を持っておくこと。また、講義の前
には、該当のテキスト部分を読んで、内容を理解したうえで受
講すること。
各講義内容について予習、復習に1時間程度の準備をするこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・人々の健康問題を国際的な視野で捉え、取り組み、解決方法
を具体的に考え、自分の言葉で表現できることを評価基準とす
る。
・世界の健康問題の解決のため、看護の貢献を説明し、グロー
バルな視点から考察し、自分の言葉で表現できることを判断基
準とする。
　以上のことを踏まえて、定期試験70％、課題レポート30％を
目安に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

国際看護学　(著者)徳永瑞子/(出版社)クオリティケ
ア/(ISBN)9784904363409/2014/2500円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

人類生態学 (著者)大塚 柳太郎、河辺 俊雄、高坂宏一/(出版
社)東京大学出版会/(ISBN)9784130523004
国際看護学入門　(著者)国際看護研究会編/(出版社)医学書
院/（ISBN)9784260330145
国際保健医療学　(著者)日本国際保健医療学/(出版社)杏林
書院/(ISBN)9784764405271

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の順序は入れ代わることがあるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.国際保健・看護とは（なぜ国際保健・看護を学ぶのか？
世界の健康問題に関連するものは？）（宮林）
2.世界の健康問題と人口・食糧（宮林；ゲストスピー
カー）
3.American Health Care system:-ANP:Education and
Policy-（宮林）
4.世界の健康問題と文化・ジェンダー（宮林）
5.世界の健康問題とグローバリゼーション・貧困（宮林：
ゲストスピーカー）
6.世界の健康問題の動向１（母子保健）（黒髪）
7.世界の健康問題の動向２（感染症、生活習慣病）（黒
髪）
8.まとめ（宮林）

 



2019-802000D570-01国際保健看護「後期　月－３」

宮林　郁子、黒髪　恵

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4,C-1,C-3

1.国際的な観点から、人々の健康問題をとらえ、人間の生命、生活、文化によ
る違いについて学び、理解する。　(A-1)

2.国際社会の状況を踏まえて、保険医療福祉のニーズや健康問題を理解し、看
護の役割について知識を得る。　(A-2)

3.多様な文化や価値観、社会を理解するための知識を得る　(A-4)

4.レイニンガーの理論に基づき国際社会での看護の実践を理解し、説明でき
る。　(A-3)

5.内乱や紛争で、難民となった人々や、外国で生活する人たちの生命や人間の
権利を守るといった看護職の役割、倫理的判断や倫理的行動や姿勢が身につ
く。　(C-1)

6.国際社会の動向を知り、グローバルな視点で看護を考える姿勢がとれる。　
(C-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D102-01こころの健康と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

黒髪　恵、中島　充代、池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

　21世紀はこころの時代ともいわれ、家庭、学校、職場、地域
などの個人や集団におけるメンタルヘルス対策が重要になって
いる。そこで、以下のテーマを取り上げ、現代社会を生きるた
めのメンタルヘルスについて考えていく。
　大学臨床心理センターでの相談員の経験や病院精神科病棟で
の実践経験をを活かし、社会生活をしている人々のこころの健
康と社会問題について解説をします。

1.　こころの発達と危機
2.　ストレスと危機
3.　こころの健康に影響をおよぼす要因とその対策
4.　心身相関と看護の役割
5.　地域・社会におけるこころの健康と看護の役割

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を身体的・心理的・社会的側面からとらえ、メンタルヘル
スについて説明できる(知識・理解)

メンタルヘルスに影響を及ぼすストレスとその対処について説
明できる(知識・理解)

国内外の社会の動向を踏まえてメンタルヘルスの課題となる要
因とその対策について説明できる(知識・理解)

社会の精神保健医療福祉のニーズと看護の機能と役割について
説明できる(知識・理解)

メンタルヘルスの問題について、情報を踏まえてその対応につ
いて考えられるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各発達段階におけるこころの健康と課題について、事前に情報
収集してグループワークに臨む。他グループの発表に対して
は、適切に評価ができるように事前の資料を熟読して参加する
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
定期試験でこころの健康に関する基本的な知識を正確に記述で
きているか、看
護の役割を説明できているかを評価の基準とする。
レポートの課題について、十分なデータを集めたか、そのデー
タに基づいて自分の見解を明確に記述しているか、を評価の基
準とする。
グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、適切な
資料を作成し、文章および口頭で発表できたかを評価基準とす
る。
②評価方法
定期試験、課題（レポート・ワークブック）、グループワーク
と発表を総合的に判断する。

③評価の割合
定期試験60％、レポート20％、グループワークと発表20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

新体系看護学全書　精神看護学1　精神看護学概論・精神
保健（1年次購入分）メヂカルフレンド社　2300円
ISBN　978-4-8392-3305-1

◎－－－　参考書　－－－◎

精神保健医療福祉白書　ISBN 978-4-8058-5261-3
精神保健マニュアル　ISBN 978-4-525-38134-9
その他、厚生白書、警察白書など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の進行上、内容が前後することがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.こころの健康（黒髪）
2.こころの発達と危機（黒髪・中島・池田）
3.ストレスと危機（黒髪・中島・池田）
4.こころの健康グループワーク（黒髪・中島・池田）5.こ
ころの健康グループワーク（黒髪・中島・池田）6.ライフ
サイクルとこころの健康
（乳幼児期・学童期）（黒髪・中島・池田）
7.ライフサイクルとこころの健康
（思春期・青年期）（黒髪・中島・池田）
8.ライフサイクルとこころの健康（成人期）（黒髪・中
島・池田）
9.ライフサイクルとこころの健康（老年期）（黒髪・中
島・池田）
10.自殺とその予防（黒髪・中島・池田）
11.事故・災害とメンタルヘルス（黒髪・中島・池田）12.
アディクションとメンタルヘルス（黒髪・中島・池田）
13.心身相関とこころの健康（黒髪・中島・池田）
14.看護にいかす心理療法（黒髪・中島・池田）
15.看護職者のこころの健康（黒髪）



2019-802000D102-01こころの健康と看護

黒髪　恵、中島　充代、池田　智

◎看護:A-1,A-2,C-2

1.人間を身体的・心理的・社会的側面からとらえ、メンタルヘルスについて説
明できる　(A-1)

2.メンタルヘルスに影響を及ぼすストレスとその対処について説明できる　
(A-1)

3.国内外の社会の動向を踏まえてメンタルヘルスの課題となる要因とその対策
について説明できる　(A-2)

4.社会の精神保健医療福祉のニーズと看護の機能と役割について説明できる　
(A-2)

5.メンタルヘルスの問題について、情報を踏まえてその対応について考えられ
るようになる　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D222-01こころの病と看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限～２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

中島　充代、黒髪　恵　　池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

精神障がいを有する人への看護を展開する基礎的な知識と実践能
力を身につける。まず、精神障がいに係る疾病の診断、病態、症
状、治療方法の講義を受け、基本的な知識を学ぶ。次に、精神に
障がいを有して生活する人を全人的にとらえ支援するため、ペー
パーシミュレーションを用い看護過程を展開する。その中で、精
神症状の観察、精神看護の専門的な臨床判断に基づく個別的な看
護が実践できる基礎的能力を身につける。また、事例を用いて治
療的コミュニケーションをロールプレイし、プロセスレコードを
用いてリフレクションする。加えて、精神障がいを有する人を支
えるためのチーム医療およびソーシャルサポートを知り、地域精
神保健医療福祉活動についての理解を深める。精神保健医療・看
護の臨床経験をもつ教員が担当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

精神に障がいを有する人を身体的・心理的・社会的な側面から総
合的にとらえる理論とその活用について説明できる(知識・理解)

精神障がいに係る疾病の診断、病態、症状、治療について説明で
きる(知識・理解)

ペーパーシミュレーションにおいて、精神看護を提供するための
情報の収集・分析と健康問題の判断が記述できる(技能)

ペーパーシミュレーションにおいて、精神看護を提供するための
問題の明確化と、解決のための方法を選択し目標および計画を記
述できる(技能)

精神に障がいを有する人への治療的コミュニケーションを実践し
振り返ることができる(技能)

精神に障がいを有する人への看護について自分の考えをもち他者
と考えることができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ワークブックを用いて精神障がいに係る疾病の診断、病態、症
状、治療を復習する。
ペーパーシミュレーションを用いた看護過程記録を提出する。
コミュニケーション演習場面の振り返りをプロセスレコードとし
て提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
定期試験、小テストにおいて、精神障がいに関する基本的な知識
と看護について理解して記述できるかを評価の基準とする。
看護過程の課題は、精神障がいを有する人を全人的にとらえ、ア
セスメントを理解し看護を記述できたかを評価の基準とする。
プロセスレコードの演習課題では、場面と自己の振り返りが記載
できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト、看護過程記録、演習課題を総合的に判断す
る。
③評価の割合
定期試験50％、小テスト10％、看護過程および演習課題40％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1）精神看護学1　精神看護学概論　精神保健　メヂカルフレ
ンド社　1年次購入分
2）精神看護学2　精神障害をもつ人の看護　メヂカルフレン
ド社　最新版　4000円
ISBN　978-4-8392-3306-8

◎－－－　参考書　－－－◎

精神看護学第３版　ISBN 978-4-7653-1573-9
看護診断のためのよくわかる中範囲理論第2版　ISBN
978-47809-1192-3
NANDA-I看護診断2018-2020　ISBN 978-4-260-02088-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の進行上、講義内容が前後することがある。
ペーパーシミュレーションによる看護過程の展開を行うの
で、看護過程を復習しておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.精神障がいとは・精神症状の観察とアセスメント（中島）
2.気分障害（中島）
3.統合失調症（中島）
4.精神科薬物療法（中島）
5.器質性および症状性精神障害、睡眠障害（中島）
6.パーソナリティ障害（中島）
7.物質関連障害、てんかん（中島）
8.認知症（中島）
9.神経症、心因反応、解離性・転換性障害（中島）
10.心身症、摂食障害（中島）
11.児童における精神障害、知的障害、発達障害（中島）
12.入院施設における精神科看護（安全管理、行動制限、人権
擁護など）（黒髪）
13.精神科急性期の看護（黒髪）
14.精神科回復期と慢性期の看護（池田）
15.精神障がいをもつ人への身体的援助（池田）
16.精神科リハビリテーションと看護（黒髪）
17.地域における精神科看護（ケアマネジメント、ACT、精神
科訪問看護等）（中島）
18.治療的コミュニケーションとプロセスレコード1（中島・
黒髪・池田）
19.治療的コミュニケーションとプロセスレコード2（中島・
黒髪・池田）
20.治療的コミュニケーションとプロセスレコード3（中島・
黒髪・池田）
21.精神看護に関連する理論と看護診断（中島）
22.幻覚・妄想状態にある人の看護過程1（中島・黒髪・池
田）
23.幻覚・妄想状態にある人の看護過程2（中島・黒髪・池
田）
24.幻覚・妄想状態にある人の看護過程3（中島・黒髪・池
田）
25.気分障害を有する人の看護過程1（中島・黒髪・池田）
26.気分障害を有する人の看護過程2（中島・黒髪・池田）
27.不安障害を有する人への看護（中島・黒髪・池田）
28.発達障害を有する人の看護（中島・黒髪・池田）
29.アディクションと看護（中島・黒髪・池田）
30.精神科看護と精神看護・臨地実習へ向けて（中島・黒髪・
池田）



2019-802000D222-01こころの病と看護

中島　充代、黒髪　恵　　池田　智

◎看護:A-1,A-3,B-2,C-2

1.精神に障がいを有する人を身体的・心理的・社会的な側面から総合的にとら
える理論とその活用について説明できる　(A-1)

2.精神障がいに係る疾病の診断、病態、症状、治療について説明できる　(A-3)

3.ペーパーシミュレーションにおいて、精神看護を提供するための情報の収
集・分析と健康問題の判断が記述できる　(B-2)

4.ペーパーシミュレーションにおいて、精神看護を提供するための問題の明確
化と、解決のための方法を選択し目標および計画を記述できる　(B-2)

5.精神に障がいを有する人への治療的コミュニケーションを実践し振り返るこ
とができる　(B-2)

6.精神に障がいを有する人への看護について自分の考えをもち他者と考えるこ
とができる　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D560-01災害看護「後期　月－３」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/25　３時限　　

岩永　和代、長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　災害は“非現実的”なものではなく、常に身近にあるもので
ある。災害や災害医療について学ぶことは、人々の命を守り、
健康を保持・増進することを役割とする医療者にとって重要で
ある。本科目は、災害時の看護について、理念から実践方法ま
で学ぶことを目的とする。
　災害看護の基礎的知識として、災害の種類と被害・疾病の特
徴や災害医療に関する国の政策と法律について教授する。災害
看護を災害サイクルから捉え、発災～災害急性期～亜急性期～
慢性期～復興・リハビリテーション期の看護について教授す
る。また、災害時配慮を必要とする人への看護や被災者、援助
者の心理の理解と援助について教授する。
　講義は、臨床での看護実践豊富な教員が行い、実際を想起で
きるように視聴覚教材を利用し、資料にそって進める。実際の
災害現場で活動経験のあるDMATにも担当してもらう。また、
机上でのトリアージ演習や災害時の倫理的問題についてのディ
スカッションを行う。講義内容に関するレポートを課する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人々に生命の危機と健康の破綻をもたらす災害について理解す
る。(知識・理解)

災害時の看護の特性と役割を理解する。(知識・理解)

災害サイクルに沿った看護実践方法を理解する。(知識・理解)

被災者・援助者の心理の理解と看護について理解する。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日ごろより災害に関心を持って、ニュース、新聞、インター
ネットなどを活用し、日本を含む世界中の災害に関して情報を
得ておく。（60分程度）
　自分の居住地区の防災について、ハザードマップ等を確認し
ておく。（30分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
・演習では、START法にそってトリアージを実施し、トリアー
ジ・タッグに記載しているかを評価する。
・課題レポートでは、災害看護の現状や課題について理解し、
自分の意見を述べているかを評価する。
・定期試験では、災害について理解し、災害看護の役割、災害
サイクルに沿った看護について理解しているかを評価する。　
＜方法＞
・演習や課題レポート20％、定期試験80％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

書名：ナーシンググラフィカ　看護の統合と実践③　災害
看護 2,800円＋税
編集：酒井明子　永田恵子　三澤寿美　
発行所：MC メディカ出版　
発行年：2018年
価格：2800円＋税
ISBN 978-4-8404-5797-2

◎－－－　参考書　－－－◎

石巻赤十字病院の100日間　ISBN ISBN978-4-09-388207-1
ルポ・そのとき看護は　ナース発　東日本大震災レポート
　ISBN ISBN978-4-8180-1611-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

演習を実施し、講義内容に関してレポートを課すので、遅
刻・欠席しないようにする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 災害医療と看護の役割（岩永）
２. 災害医療に関する国の政策と法律／災害危機：減災・
防災マネージメント（長谷川）
３. 災害サイクル各期の看護活動：急性期①（岩永）
４. 災害サイクル各期の看護活動：急性期②
（トリアージ演習を含む）（岩永）
５. 災害サイクル各期の看護活動：亜急性期（岩永）
６. 災害サイクル各期の看護活動：慢性期／配慮を必要と
する人への看護援助（岩永）
７．被災者と援助者の心理の理解と看護（岩永）
８．災害への備え：中長期／災害対応のジレンマ（岩永）
／災害看護まとめ（岩永・長谷川）



2019-802000D560-01災害看護「後期　月－３」

岩永　和代、長谷川　珠代

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4

1.人々に生命の危機と健康の破綻をもたらす災害について理解する。　(A-4)

2.災害時の看護の特性と役割を理解する。　(A-2)

3.災害サイクルに沿った看護実践方法を理解する。　(A-3)

4.被災者・援助者の心理の理解と看護について理解する。　(A-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D082-01在宅看護概論「前期　金－２」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

木村　裕美

◎－－－　概要　－－－◎

　疾病構造の変化による慢性疾患の増加、医療費の高騰、入院
期間の短縮化など社会的背景から、さまざまな疾病、障がいを
もつ人が在宅で療養生活を送っている。在宅看護は、在宅で生
活する療養者とその家族の自己決定や主体性を重視し、在宅療
養者と家族が望む生活を送れるように支援している。
　本科目においては、常に“生活の場”における看護を意識し
ながら学習をすすめていく。さらに、在宅療養環境をイメージ
し、在宅療養者とその家族を対象とする在宅看護の基本を学
ぶ。
　授業は主に講義形式で資料に基づいて行う。講義後に事後学
習を必ず行い、理解を深める。
　保健師での乳幼児および高齢者の家庭訪問の実践経験を活か
し、在宅ケア、多職種連携と地域医療の重要性について概要を
教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

在宅看護の歴史的変遷と在宅看護が求められる社会背景を理解
することができる。(知識・理解)

在宅看護の理論と基本概念を理解することができる。(知識・
理解)

在宅で生活する療養者と家族を対象とする、在宅看護活動を理
解することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習は不
可欠
　であり、特に授業前後はテキストを熟読し予習・復習するこ
とが
　求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 
1．評価方法
　　定期試験
2．割合
　　定期試験100％
3．評価基準
　・定期試験は筆記試験を行い、在宅看護の主要概念や歴史的
変遷、
　　在宅看護の展開や対象の特性、在宅看護に関わる社会資源
につ
　　いて正確に説明できているかを評価の基準とする。
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

原礼子、プリンシプル　在宅看護学、医歯薬出版株式会
社、2017　ISBN 978-4-263-23675-8（2,600円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

在宅看護論：地域療養を支えるケア　ISBN
978-4-8404-4921-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　社会の動向に関心を持ち、日頃から在宅看護に関する情
報収集に努めること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．在宅看護とは
2．在宅看護の歴史
3　在宅看護が求められる社会背景
4．在宅看護の理論と基本概念
5．地域療養を支える看護
6．在宅看護の特徴
7．在宅における看護活動
8．在宅療養者と家族



2019-802000D082-01在宅看護概論「前期　金－２」

木村　裕美

◎看護:A-1,A-2,A-4

1.在宅看護の歴史的変遷と在宅看護が求められる社会背景を理解することがで
きる。　(A-2)

2.在宅看護の理論と基本概念を理解することができる。　(A-1)

3.在宅で生活する療養者と家族を対象とする、在宅看護活動を理解することが
できる。　(A-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D461-01在宅看護実践論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限～２時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

木村　裕美、大村　由紀美、古賀　佳代子

◎－－－　概要　－－－◎

　団塊の世代が75歳以上となる2025年にむけて、病院再編や地
域包括ケアシステムの構築が進められている。家族の介護力が
一段と弱まるなか、高齢者の夫婦世帯や一人暮らし世帯が増加
している。介護は、地域全体での支え合いが求められる時代と
なっている。このような社会背景のもと、住み慣れた地域や自
宅での療養生活を支援する訪問看護は、重要な看護活動として
より期待されている。
　在宅看護の目的と在宅療養者とその家族の特性をふまえ、地
域での暮らしを支える在宅看護活動である訪問看護師の役割と
療養生活支援について学ぶ。今後の社会情勢を見据え、地域包
括ケアのシステムについて理解する。また、在宅療養生活を支
える介護保険制度については理解を深める。授業は主に講義形
式で行う。
　さらには、在宅看護活動に必要な看護過程の展開と、療養者
と家族全体を対象とした生活ニーズの捉え方を個人およびグ
ループワークで学ぶ。ペーパーペイシェントをとおして、ケア
ニーズを抽出し、ケアプランを立案しケアの実践をロールプレ
イ形式にて実施する。講義後に、事後学習を必ず行い、学びを
深める。
　保健師での乳幼児および高齢者の家庭訪問の実践経験を活か
し、在宅ケア、多職種連携と地域医療の重要性と実践を教授す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域における在宅療養者及び家族の生活ニーズを理解し、在宅
ケアを踏まえた在宅看護の基本を学ぶ。(知識・理解)

保健・医療・福祉の面から療養生活者を支えている、在宅ケア
サービスや多職種との連携について学ぶ。(技能)

地域における在宅療養者および家族の生活ニーズに応じたケア
プランを立案し、実践的な在宅看護技術を習得する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　1）受講前には必ずテキストを読み予習をし，受講後は自己
学習にて学びを深めること。 　
　2）学習課題については、各自で情報収集を行い、指定され
た様式を用いてレポートを作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．評価方法
　　定期試験

2．割合
　　定期試験100％

3．評価基準
　　・定期試験は筆記試験を行い、在宅看護に必要な知識・技
術に
　　　ついて正確に説明できているかを評価の基準とする。
　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリンシプル　在宅看護学　原礼子　医歯薬出版株式会
社、2017　ISBN 978-4-263-23675-8（2,600円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

在宅看護論：地域療養を支えるケア　ISBN
978-4-8404-4921-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1) 積極的な姿勢で学習に臨むこと。
2) 社会の動向に関心を持ち、日頃から在宅看護に関する情
報収集に努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．在宅看護の対象の特性
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
2．退院支援・調整とケアマネジメント　　
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
3．療養者と家族が暮らすコミュニティ　
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
4．地域での暮らしを支えるためのシステム
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
5．社会保険の概要―医療保険制度と介護保険制度―　　
　　　　　　　　　　　　（古賀）
6．訪問看護の提供体制　　　（古賀）

7．生活の場への訪問　信頼関係の形成・意思決定の支援
（木村）
8．療養者・家族への生活支援（食事・排泄・清潔・移
動・呼吸）（木村）
9．対象別看護：ターミナル期にある療養者と家族の支援
（木村）
10．対象別看護：精神疾患の療養者と家族の支援　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
11．対象別看護：難病による療養者と家族の
支援（木村）
12．対象別看護：小児の療養者と家族の支援（木村）
13．在宅看護特有の看護過程（木村）
14．療養者・家族のアセスメントの視点（木村）
15  在宅看護の展開　　　（木村）
16　在宅における看護過程展開の実際（木村）
17－18　在宅看護の展開　　（木村）
19－20　在宅看護のケアニーズの抽出（木村）
21－22　在宅看護のケアプランの立案（木村）
23－28　在宅看護技術の実践（演習）
　　　　　　　　　　　　（木村・古賀・大村）
29　在宅看護におけるリスクマネジメントの考え方（木
村）
30　在宅看護と倫理（木村）



2019-802000D461-01在宅看護実践論

木村　裕美、大村　由紀美、古賀　佳代子

◎看護:A-2,B-3,B-4

1.地域における在宅療養者及び家族の生活ニーズを理解し、在宅ケアを踏まえ
た在宅看護の基本を学ぶ。　(A-2)

2.保健・医療・福祉の面から療養生活者を支えている、在宅ケアサービスや多
職種との連携について学ぶ。　(B-3)

3.地域における在宅療養者および家族の生活ニーズに応じたケアプランを立案
し、実践的な在宅看護技術を習得する。　(B-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D501-01在宅看護論実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

木村　裕美、大村　由紀美、古賀　佳代子

◎－－－　概要　－－－◎

　在宅で生活する療養者と、その家族の健康状態および生活環境を
総合的にアセスメントし、対象の特性に応じた在宅看護を展開する
基礎的能力を養う。在宅療養を支える社会資源と、在宅ケアシステ
ムを理解し、関連機関・多職種の連携の実際と、在宅における看護
のあり方を学ぶ。
　実習は、訪問看護ステーションや在宅ケアサービスで実施する。
療養者・家族のかかわりや地域で生活する療養者の生活ニーズを学
ぶ。学内では、グループディスカッションを通して在宅看護の理解
を深める。
　保健師での乳幼児および高齢者の家庭訪問の実践経験を活かし、
在宅ケア、多職種連携と地域医療の重要性と実践を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域で療養する人々や家族が、健康の回復や維持を図るために活用
する社会資源およびケアシステムについて述べることができる。
(知識・理解)

地域で療養生活をする人々の疾病・障害の予防、および改善の過程
を訪問看護の特性を通して述べることができる。(態度・志向性)

保健・医療・福祉行政の基礎知識をふまえ、健康問題の解決に必要
な多職種・多機関との連携について述べることができる。(技能)

地域で療養する人々とその家族の特性から、健康状態および生活環
境を総合的にアセスメントし、健康問題を解決するための援助方法
について立案できる。(技能)

看護学生として、責任ある行動と態度を実践できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　到達目標に沿って、事前及び事後の学習課題を提示する。学習課
題については、指定された様式を用い記録・レポートを作成するこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価方法
　　実習記録及び事前・事後課題、実習態度
２．割合
　　実習記録及び事前・事後課題80％、実習態度20％を目安として
　　総合的に評価する。
３．評価基準
　・実習記録や事前・事後課題は、在宅看護論実習評価表に沿っ
て、
　　在宅における療養者と家族の特性や支援の実際が自分の言葉で
　　考察できているか、受け持ち事例の看護過程が展開できている
　　か、在宅ケアシステムにおける看護師の役割や多職種・機関と
　　の連携・協働の意義について自分の言葉で記述できているかを
　　評価の基準とする。
　・実習態度については、実習への積極性、実習中の態度、カン
ファ
　　レンスでの発表内容等を評価の基準とする。
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業で使用したテキスト・配布した資料

◎－－－　参考書　－－－◎

在宅看護学 原礼子　ISBN 978-4-263-23675-8
在宅看護論：地域療養を支えるケア　　ISBN
978-4-8404-4921-2
国民衛生の動向2019/2020　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・実習目標を明確にして積極的に実習すること
・実習においては、必ず実習指導者の指導・
　許可のもと行動すること
・グループメンバーでよく話し合い、連絡事項
　などが漏れることのないようにすること
・常に挨拶を忘れずに、学生として責任のある行動をとる
こと
・実習施設や訪問先での備品の取り扱いには、
　十分注意すること
・実習に相応しい言葉づかいや服装を心がけ、
　時間厳守など社会的マナーを守ること

◎－－－　授業計画　－－－◎

　実習開始前にオリエンテーションを実施し、実習施設、
実習スケジュール等について説明する。
　実習は、「在宅看護論実習の臨地実習要項」に沿って展
開する。

１．実習期間：２週間
２．実習場所：
　（１）訪問看護ステーション（福岡市内）
　（２）在宅ケアサービス施設（ホームヘルプサービス、
デイサービス、居宅介護支援事業所、グループホーム等）
３．実習内容：
①実習施設の管理者及び実習指導者より、施設の概要及び
特徴について オリエンテーションを受け、同行訪問の予
定、実習中のスケジュールを確認する。
②受け持ち事例は、基本情報を収集し、療養者と家族の特
性を把握し、アセスメントを深め看護過程を展開する。
③同行訪問の事例について、療養者の基本情報と主たるケ
アを事前に確認し、ケアの内容や手順、留意点を十分に学
習したうえで訪問時における自らの行動計画を立てる。
④在宅ケアシステムを理解し、多職種・多機関との連携の
実際を見学する。
⑤在宅療養者とその家族にとって、在宅ケアサービスの役
割を学ぶ。
⑥学内にて実習施設の特徴及び受け持ち事例の看護計画を
発表する。



2019-802000D501-01在宅看護論実習

木村　裕美、大村　由紀美、古賀　佳代子

◎看護:A-3,B-1,B-3,B-4,C-2

1.地域で療養する人々や家族が、健康の回復や維持を図るために活用する社会
資源およびケアシステムについて述べることができる。　(A-3)

2.地域で療養生活をする人々の疾病・障害の予防、および改善の過程を訪問看
護の特性を通して述べることができる。　(C-2)

3.保健・医療・福祉行政の基礎知識をふまえ、健康問題の解決に必要な多職
種・多機関との連携について述べることができる。　(B-3)

4.地域で療養する人々とその家族の特性から、健康状態および生活環境を総合
的にアセスメントし、健康問題を解決するための援助方法について立案でき
る。　(B-4)

5.看護学生として、責任ある行動と態度を実践できる。　(B-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A031-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文、久保　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」はいわゆる臨床医学
を学ぶ一連の科目であり、分離して考えることはできない。その中
で本科目は、病因論と病態論を中心に構成されている。前半（①、
②）に配置された病因論では、発症要因を内因と外因に分け、疾患
は単一の要因で発症することはむしろまれで、それらがお互いに影
響を与えながら病態形成に関与することを学ぶ。病態形成を形態と
して捉えるのが病理学であり、本科目の中盤（③～⑧）をしめる。
後半（⑨～⑮）では臨床医学の中の、神経系疾患と呼吸器疾患を学
ぶ。病理学は形態学が中心であるので、その他の参考図書などから
も必要な図表を集め講義する。後半は臨床医学の講義であり、極め
て広い範囲を短時間でカバーする。また本学科は看護職に就いた
後、チーム医療を実施する際の他職種間との正確な医療情報の交換
や、実際の患者やその家族に対応する場合の拠るべき参考資料とし
ても重要である。
　兼岡、大倉は,医師として大学病院などでの診療経験を活かし、実
際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

形質や発現について理解し、遺伝形式を説明できる。(知識・理解)

遺伝性疾患の遺伝様式と代表的疾患について説明できる。(知識・理
解)

代表的公害や薬害をあげ、外的要因の疾病発症に果たす役割を理解
し説明できる。(知識・理解)

病理学で用いる肉眼的、顕微鏡学的観察法を理解し、説明できる。
(知識・理解)

細胞、組織、臓器、生体総体の病理学的変化について、説明ができ
る。(知識・理解)

死、脳死、死後変化について説明ができる。(知識・理解)

代表的神経疾患についてその概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・理解)

代表的呼吸器疾患についてその概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・理解)

代表的神経疾患、呼吸器疾患について、看護に必要な知識、技能、
態度を説明できる。(知識・理解)

代表的神経疾患、呼吸器疾患について、課題を自ら発見し、対応で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」は、いわゆる臨床医学
を学ぶ一連の科目であり、分離して考えることはできない。学生に
とっては初めて目にする漢字、カナ、外国文字による医学用語の正
確な理解が必須である。講義の前に教科書の該当項目に目を通し、
講義を受け、理解できないことについて質問をし、復習を怠らない
ことが必要である。得た資料をその日のうちに整理し、同級生とよ
く協力して、医学用語に慣れ親しむ努力が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　臨床医学の基礎としての病因論、病理学の基礎的な知識を自分の
言葉で正確に述べることができるか、また臨床医学各分野の疾病
名、病因、病態、症状、治療、看護について自分の言葉で正確に述
べることができるかを、学期末試験を100％として評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・大橋健一　谷澤徹　藤原正親　柴原純二、系統看護学講
座専門基礎　疾病のなりたちと回復の促進［1］病理学第5
版、医学書院、2018年、本体2,400円、ISBN　
978-4-260-01986-6　（授業計画①～⑧に使用）
・奈良信雄、系統看護学講座　別巻　臨床検査第7版、医
学書院、2018年、本体2,200円、ISBN　978-4-260-01803-6
　（授業計画③に使用）
・北村聖総編集、臨床病態学１第2版、ヌーベルヒロカワ
　2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-049-7　（授業
計画⑨～⑮に使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

渡辺照男編集、カラーで学べる病理学第2版、ヌーヴェル
ヒロカワ、2005年、本体2,500円　ISBN 978-4-86174-062-6
笹野公伸他、シンプル病理学第7版、南江堂、2015年、本
体2,900円　ISBN 978-4-524-26154-3
宮坂和男　道谷英子、放射線科エキスパートナーシング改
訂第２版、南江堂、2007年,本体3,800円　ISBN
978-4-524-23801-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

医学科の学生が４年間かけて学ぶ臨床医学領域を、週に１
コマ、「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」と併せ
てわずか45回でカバーすることになる。特に復習と教員へ
の積極的な質問態度が、極めて重要である。すでに履修し
た「食と生活」や「からだの構造と機能Ⅰ、Ⅱ」で得た知
識と連関して学習する必要がある。また「疾病の成り立ち
と回復の促進Ⅱ、Ⅲ」と連続した講義となる。しかし「疾
病の成り立ちと回復の促進Ⅱ、Ⅲ」とは独立して評価す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① オリエンテーション、病因論（内因、外因、メンデル
の法則、家系図）（兼岡）
② 遺伝と病気（単因子発症型疾患、多因子発症型疾患）
（兼岡）
③ 病理学で学ぶこと、病理学の検査方法（細胞診、生
検、術中迅速診断、固定法、染色法、光学顕微鏡の仕組
み、電子顕微鏡の仕組み、蛍光抗体法）（兼岡）
④ 体液の異常と代謝障害、変性、ネクローシス、アポ
トーシス（兼岡）
⑤ 循環障害と動脈硬化、ショック（兼岡）
⑥ 悪性化、がん遺伝子、腫瘍（兼岡）
⑦ 老化、死、脳死、死体現象（兼岡、久保）
⑧ 脳・神経系疾患-1（検査法、麻痺、末梢神経障害、高次
機能障害、意識障害）（大倉）
⑨ 脳・神経系疾患-2（脳血管障害）（大倉）
⑩ 脳・神経系疾患-3（感染症、腫瘍性疾患）（大倉）
⑪ 脳・神経系疾患-4（変性疾患、末梢神経疾患、筋疾患）
（大倉）
⑫ 呼吸器疾患-1（呼吸器症状と検査）（大倉）
⑬ 呼吸器疾患-2（検査）（大倉）
⑭ 呼吸器疾患-3（肺炎、アレルギー性疾患、閉塞性肺疾
患）（大倉）
⑮ 呼吸器疾患-4（拘束性肺疾患、換気障害、肺腫瘍）（大
倉）



2019-802000A031-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ

兼岡　秀俊、大倉　義文、久保　真一

◎看護:A-3

1.形質や発現について理解し、遺伝形式を説明できる。　(A-3)

2.遺伝性疾患の遺伝様式と代表的疾患について説明できる。　(A-3)

3.代表的公害や薬害をあげ、外的要因の疾病発症に果たす役割を理解し説明で
きる。　(A-3)

4.病理学で用いる肉眼的、顕微鏡学的観察法を理解し、説明できる。　(A-3)

5.細胞、組織、臓器、生体総体の病理学的変化について、説明ができる。　
(A-3)

6.死、脳死、死後変化について説明ができる。　(A-3)

7.代表的神経疾患についてその概念、病因、病態、検査、治療、予後、看護の
要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

8.代表的呼吸器疾患についてその概念、病因、病態、検査、治療、予後、看護
の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

9.代表的神経疾患、呼吸器疾患について、看護に必要な知識、技能、態度を説
明できる。　(A-3)

10.代表的神経疾患、呼吸器疾患について、課題を自ら発見し、対応できる。　
(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A101-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、初年次に学習修得した食と生活、からだの構造と機能
Ｉ、Ⅱ、からだの防御のしくみ、疾病の成り立ちと回復の促進Ｉの基
礎知識の上に、主要臓器の臨床医学を中心にした学習を行う。講義の
形態は、本科目では疾病の成り立ちと回復の促進Ｉに引き続き、疾病
の成り立ちと回復の促進Ⅲと並行して、教科書中心に講義を進める。
教科書中心の講義とする理由は特に復習の際、単に重要医学用語を覚
えるだけでなく、用語間のつながりを理解し、文章全体の流れを理解
し、からだ全体の機能障害の一部として各臓器の病変病態を理解し、
その相互の関連を理解することが必須であるからである。そのために
は抽出資料であるスライド等の画像資料のみでは、特に復習には不十
分である。また、看護職に就いた後の、実際の疾病に対応した場合、
スライド等の資料では疾病の体系的な理解はむずかしい。そのように
テキストの理解には、立ち返って学ぶための参考資料としての役割も
期待している。
　兼岡、大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活かして、
実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義を行う。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的循環器疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・
理解)

代表的血液疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・
理解)

代表的消化器疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・
理解)

代表的腎疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、
予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・理解)

代表的代謝性疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・
理解)

代表的内分泌疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・
理解)

代表的免疫疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・
理解)

上記疾患群について、課題を自ら発見し、対応できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

医学科の学生が４年間かけて学ぶ領域を、週に１コマ、疾病の成り立
ちと回復の促進Ｉ、Ⅲと併せて45回でカバーすることになる。予習復
習そして教員への積極的な質問態度が、極めて重要である。食と生
活、からだの構造と機能、からだの防御の仕組み、疾病の成り立ちと
回復の促進、薬のはたらきと統合した履修態度が必要である。
　初めて聞く疾患、なじめないカタカナの専門用語、これらにいち早
くなれるためには、特に復習が重要である。配られた追加資料をその
日のうちに整理し、理解できないことは学生間で話し合い、併せて担
当教員に対する積極的な質問を実行する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　臨床医学各分野の疾病名、病因、病態、症状、治療、看護について
自分の言葉で正確に述べることができるかを、学期末試験成績を100％
として評価する。その60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・北村聖総編集、臨床病態学１第2版、ヌーベルヒロカワ
　2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-049-7（授業計
画①～⑦に使用）
・北村聖総編集、臨床病態学２第2版、ヌーベルヒロカワ
　2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-050-3
（授業計画⑧～⑮に使用）
・奈良信雄、系統看護学講座　別巻　臨床検査第7版、医
学書院、2018年、本体2,200円、ISBN　978-4-260-01803-6
　（授業計画①～⑮に使用）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲと並行して行う。
但し試験を含む評価は、それぞれ独立して行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① 循環器系疾患-1（循環器疾患の症候と検査）（大倉）

② 循環器系疾患-2（先天性心疾患の症候と検査）（大倉）
③ 循環器系疾患-3（虚血性心疾患の症状と検査）（大倉）
④ 循環器系疾患-4（血圧異常、不整脈、血管の病気）（大
倉）
⑤ 血液疾患-1（血液疾患の症状と検査-1）（大倉）
⑥ 血液疾患-2（血液疾患の症状と検査-2）（大倉）
⑦ 消化器系疾患（腸管疾患の症状と検査）（大倉）
⑧ 肝・胆道･膵疾患　（大倉）
⑨ 代謝性疾患（糖尿病、その他の代謝性疾患の症状と検
査）（大倉）
⑩ 内分泌系疾患（内分泌疾患の症状と検査）（大倉）
⑪ 腎疾患-1（腎疾患の症状と検査）（兼岡）
⑫ 腎疾患-2（腎疾患の治療、透析）（兼岡）
⑬ アレルギー疾患（喘息、アレルギー疾患、免疫不全の
症状と検査）（兼岡）
⑭ アレルギー・膠原病-1（膠原病の症状と検査）（兼岡）
⑮ アレルギー・膠原病-2（自己免疫疾患の症状と検査）
（兼岡）
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兼岡　秀俊、大倉　義文

◎看護:A-3,C-2

1.代表的循環器疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

2.代表的血液疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

3.代表的消化器疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

4.代表的腎疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

5.代表的代謝性疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

6.代表的内分泌疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

7.代表的免疫疾患について、その概念、病因、病態、症状、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。　(A-3)

8.上記疾患群について、課題を自ら発見し、対応できる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A111-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、初年次に学習修得した食と生活、からだの構造と機能
Ｉ、Ⅱ、からだの防御のしくみ、疾病の成り立ちと回復の促進Ｉの基礎
知識の上に、疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱと併せて、器官特異的診療
科目を中心とした臨床医学の講義をゲストスピーカーを交え行う。本科
目では、疾病の成り立ちと回復の促進Ｉに引き続き、疾病の成り立ちと
回復の促進Ⅱと並行して、講義を進める。教科書を重点的に用いるが、
それは特に復習の際、単に重要医学用語を覚えるだけでなく、用語間の
つながりを理解し、文章全体の流れを理解し、各器官の傷害が、からだ
全体の機能障害の一部であり、疾患相互間の関連を理解することが必須
であるからである。そのためには抽出資料であるスライド等の資料のみ
では不足である。また、看護職に就いた後の、実際の疾病に対応した場
合、スライド等の画像資料のみでは、疾病の系統的な理解はむずかし
い。そのようにテキストには、立ち返って学ぶための参考資料としての
役割も期待している。
　大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活かして、実際に携
わった事例を含め、臨場感に満ちた講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的臨床検査（検尿、血算、血液生化学、心電図）について、その原
理と正常値を説明できる。(知識・理解)

上記検査について理解と意向を支える看護実践ができる。(知識・理解)

代表的整形外科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的皮膚疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的眼科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的耳鼻咽喉科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、
予後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的泌尿器科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的婦人科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的歯科口腔外科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理
解)

上記疾患群患者について、自ら課題を発見し、対応できる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

医学科の学生が４年間かけて学ぶ領域を、週に１コマ、疾病の成り立ち
と回復の促進Ｉ、Ⅱと併せて45回でカバーすることになる。予習復習そ
して教員への積極的な質問態度が、極めて重要である。食と生活、から
だの構造と機能、からだの防御の仕組み、疾病の成り立ちと回復の促
進、薬のはたらきと統合した履修態度が必要である。
　初めて聞く疾患、なじめないカタカナの専門用語、これらにいち早く
なれるためには、特に復習が重要である。配られた追加資料をその日の
うちに整理する。
　当然、講義時間内に触れることができなかった分野領域についても、
教科書で確認することを求める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

臨床医学各分野の疾病名、病因、病態、症状、治療、看護について自分
の言葉で正確に述べることができるかを、学期末試験成績を100％として
評価する。その60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・奈良信雄、系統看護学講座　別巻　臨床検査第7版、医
学書院、2018年、本体2,200円、ISBN　978-4-260-01803-6
　（授業計画①に使用）
　※疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ③に用いたものであ
る。
・北村聖総編集、臨床病態学３第2版、ヌーベルヒロカ
ワ、2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-051-0
（授業計画②～⑮に使用）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・講義は疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱと並行して行う。
但し評価は、それぞれ独立して行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション、臨床検査（検尿、血算、 血液生
化学、心電図）
②整形運動器系疾患-1（運動器疾患の症状と検査）
③整形運動器系疾患-2（関節疾患の症状と検査）
④整形運動器系疾患-3（骨疾患の症状と検査）
⑤婦人科疾患
⑥泌尿器科疾患-1
⑦ 泌尿器科疾患-2（腎移植を含む）
⑧ 眼科疾患-1（眼疾患の症状と検査）
⑨ 眼科疾患-2（主要な眼疾患）
⑩ 耳鼻咽喉科疾患-1（耳鼻科疾患の症状と検査）
⑪ 耳鼻咽喉科疾患-2（主要な耳鼻科疾患）
⑫ 皮膚科疾患-1（皮膚疾患の症状と検査）
⑬ 皮膚科疾患-2（主要な皮膚疾患）
⑭ 歯科・口腔外科疾患-1（歯科･口腔外科領域の症状と検
査）
⑮ 歯科・口腔外科疾患-2（主要な歯科口腔外科疾患）



2019-802000A111-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ

大倉　義文

◎看護:A-3,A-4,C-2

1.代表的臨床検査（検尿、血算、血液生化学、心電図）について、その原理と
正常値を説明できる。　(A-3)

2.上記検査について理解と意向を支える看護実践ができる。　(A-4)

3.代表的整形外科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

4.代表的皮膚疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、看護
の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

5.代表的眼科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、看護
の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

6.代表的耳鼻咽喉科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

7.代表的泌尿器科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

8.代表的婦人科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、看
護の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

9.代表的歯科口腔外科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。　(A-3)

10.上記疾患群患者について、自ら課題を発見し、対応できる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D282-01周産期の看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

佐久間　良子、塚原 ひとみ、古賀 綾

◎－－－　概要　－－－◎

母性看護の対象は、主として周産期にある母子とその家族であり、基本的に健
康な人である。
対象理解に必要な基礎的知識に関する授業は、テキストおよび講義資料を用
い、スライドや動画を活用しながら講義形式で行う。
看護の実際については、模擬事例の看護過程演習を、ウェルネス看護診断を用
いて展開し、母性看護の基礎的能力を養う。授業は、自己の課題学習とグルー
プワーク形式で行う。また、母性看護に必要な看護技術については、援助の根
拠を踏まえて技術演習を実施し、対象に適した看護援助についての理解を深め
る。

高度医療を提供する周産期病棟・外来における助産師としての勤務経験を活か
し、知識の理解にとどまらず、現状のニーズを踏まえた実践的な看護の考察力
を高める講義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

妊娠の成立と受精卵の器官形成の過程、妊娠経過に応じた胎児の成長や生理的
特徴について説明できる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期の生理的特徴について説明できる(知識・理
解)

愛着形成、母子相互作用、親性の発達、家族関係形成など、周産期の母親とそ
の家族が抱える発達課題を支える看護の役割について説明できる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期にある対象のヘルスプロモーションを理解し、対象の
健康生活を支えるための看護の機能と役割について説明できる(知識・理解)

母子を取り巻く社会や母子保健の動向を踏まえて、母子とその家族が抱える健
康課題と必要な看護支援について説明できる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象の正常からの逸脱について、そ
のメカニズムと対象に及ぼす影響を理解し、健康の回復を促す看護支援につい
て説明できる(知識・理解)

周産期医療の現場における倫理的課題の特徴を理解し、対象の文化的環境を踏
まえて、対象の価値観や信念を尊重した倫理的意思決定を促す看護支援につい
て考察できる(技能)

紙上事例の看護過程を展開し、周産期における母子及び家族の特性や経時的な
変化をアセスメントし、健康課題を明確にし、その優先順位を考えることがで
きる(技能)

紙上事例の健康課題に対する看護目標を挙げ、実践的な看護計画（具体的な援
助方法が考察されている）が立案できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義の前には、授業範囲に該当するテキスト部分を読み、予習して臨むこ
と。特に、産科用語はその定義を理解しておくこと（60分）。
・適宜、到達目標に沿って事前課題を提示するので、各自自己学習を行い講義
に臨む。また、課題を用いたグループワークも行うので、必要に応じて資料を
準備し積極的に臨むこと(60分）。
・講義の進度に応じて小テストを実施する。講義受講後は、ワークシート等を
用いて学習内容を振り返り理解を深める(60分）。
・事例を用いた看護過程展開においては、対象の状況を適正に解釈・判断し、
看護方針の理解を深めるよう、事前の自己学習および振り返りの学習が必要で
ある(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
・定期試験では、周産期にある母子の身体的・心理的・社会的変化に関する知
識と、それらへ適応するために必要なセルフケアや看護援助、および健康障害
を生じた場合の治療・看護について適切に説明できるか否かを問い、評価の基
準とする。
・事前課題への取り組みについては、適宜提出を求め、正確な説明の記述の是
非を評価の基準とする。
・看護過程展開の課題においては、①提出期日の遵守、②事前学習の内容、③
最終到達度(アセスメントの内容、対象の捉え方、看護方針、具体的で実践可能
な看護計画)を評価の基準とする。
・小テストにおいては得点率で評価を行う。
評価方法：定期試験60％、提出課題および小テスト40％として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

医療情報科学研究所 (編集)　 病気がみえる vol.10 産科（第４
版）メディックメディア
2018年発行　3,888円
ISBN 978-4-89632-713-7

小林 康江ら (著)　 ナーシング・グラフィカ　母性看護学(2)：
母性看護の実践　メディカ出版　2019年1月　3,888円
ISBN 978-4-8404-6518-2

◎－－－　参考書　－－－◎

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程　第2版　ISBN
4-263-23473-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義の受講前には、「からだの構造と機能」で履修した、女
性生殖器の形態学・生理学に関する知識を復習し、十分に理解
して臨んでほしい。また、各時間の講義内容の進行も速いの
で、欠席すると講義についていけなくなる可能性もあるので毎
時間必ず出席し、授業にも主体的に取り組んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業ガイダンス・妊娠の生理・胎児の発育と生理的特徴
（佐久間・塚原・古賀）
２．妊娠各期の妊婦の心身の生理的変化（佐久間）
３．妊婦と胎児及び家族を支えるための看護（佐久間）
４．マタニティサイクルにおける看護過程（ウエルネス型看護
診断）：妊娠期（佐久間）
５．分娩の生理：分娩の経過と機序（佐久間）
６．分娩各期における看護師の役割（佐久間）
７．ハイリスク妊娠・異常妊娠と看護（塚原）
８．合併症妊娠・母子感染症と看護（塚原）
９．分娩期の異常と看護（塚原）
10．産科処置と産科手術を受ける産婦とその家族に必要な看護
（塚原）
11．褥婦の身体的特徴（退行性変化・進行性変化）の理解と看
護（古賀）
12．褥婦の心理的・社会的特徴の理解と看護（古賀）
13．新生児の生理的特徴（古賀）
14．新生児の健全な成長発達に必要な看護（古賀）
15．産褥期の異常と看護（塚原）
16．新生児の異常と看護（塚原）
17．母性看護過程展開①：切迫早産妊婦のアセスメント（佐久
間）
18．母性看護過程展開②：切迫早産妊婦の看護計画立案（佐久
間）
19．母性看護技術オリエンテーション（佐久間・塚原・古賀）
20．母性看護技術演習ＧＷ①：沐浴デモンストレーションとＧ
Ｗ（佐久間・塚原・古賀）
21．産科の医療安全と周産期医療システム・出生と死をめぐる
生命倫理（佐久間）
22．母性看護技術演習GW②：演習技術の実施計画立案（佐久
間・塚原・古賀）
23．特殊なニーズを持つ妊産婦とその家族に必要な看護（佐久
間）
24．母性看護技術演習GW③：演習の実施調整及び事前レポー
ト提出（佐久間・塚原・古賀）
25～27．母子の看護に必要な基本的看護技術の演習（佐久間・
塚原・古賀）
28．演習の振り返りとまとめ（佐久間・塚原・古賀）
29．ペリネイタル・ロスとその看護（塚原）
30．まとめ（佐久間・塚原・古賀）



2019-802000D282-01周産期の看護

佐久間　良子、塚原 ひとみ、古賀 綾

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-2,B-4

1.妊娠の成立と受精卵の器官形成の過程、妊娠経過に応じた胎児の成長や生理
的特徴について説明できる　(A-1)

2.妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期の生理的特徴について説明できる　(A-1)

3.愛着形成、母子相互作用、親性の発達、家族関係形成など、周産期の母親と
その家族が抱える発達課題を支える看護の役割について説明できる　(A-2)

4.妊娠期・分娩期・産褥期にある対象のヘルスプロモーションを理解し、対象
の健康生活を支えるための看護の機能と役割について説明できる　(A-2)

5.母子を取り巻く社会や母子保健の動向を踏まえて、母子とその家族が抱える
健康課題と必要な看護支援について説明できる　(A-3)

6.妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象の正常からの逸脱について、
そのメカニズムと対象に及ぼす影響を理解し、健康の回復を促す看護支援につ
いて説明できる　(A-3)

7.周産期医療の現場における倫理的課題の特徴を理解し、対象の文化的環境を
踏まえて、対象の価値観や信念を尊重した倫理的意思決定を促す看護支援につ
いて考察できる　(B-2)

8.紙上事例の看護過程を展開し、周産期における母子及び家族の特性や経時的
な変化をアセスメントし、健康課題を明確にし、その優先順位を考えることが
できる　(B-2)

9.紙上事例の健康課題に対する看護目標を挙げ、実践的な看護計画（具体的な
援助方法が考察されている）が立案できる　(B-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D252-01終末期の成人看護

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限　　

浦　綾子、牧　香里、石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

　生命を脅かす疾患に直面している患者とその家族への看護は、
診断の早期からの緩和ケアが重要である。従って、本授業ではホ
スピス・緩和ケアの歴史的変遷を通して、概念の変化や終末期医
療の現状と対策を学ぶ。また、緩和ケアに関する知識と主ながん
患者の経過を関連させて終末期の看護を学ぶ。そして、終末期に
ある患者・家族の生と死をめぐる倫理的課題について考え死生観
を深める。 さらに、終末期看護では成人期女性に多く発症する乳
がん、西日本に多い肝がんについて、標準的な治療と経過に伴う
看護を学ぶ。また、終末期の紙上事例を用いて看護過程を展開
し、成人期における全人的苦痛の理解を深め、臨床場面で多くみ
られる症状のアセスメントとコントロールをはかる看護方法、看
取りの看護について学ぶ。
　授業は、テキストと配布資料を用いて、講義、ディスカッショ
ンを混じえて進める。また、終末期の患者や家族、ホスピス等の
映像や写真を活用しながら解説し理解を深める。看護過程展開
は、NANDA-I 看護診断の枠組みを用いて展開し、個人ワークで
課題学習に取り組む。倫理的課題では、紙上事例を生命倫理の原
則を用いて分析し、ディスカッションを通して学びを深める。
　担当教員は、臨床での看護実践経験が豊富で、それぞれの専門
領域で実践してきたことや看護研究を通して得られた知見を基に
講義を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

終末期にある成人期の患者・家族の全人的苦痛とQOL向上に向け
た緩和ケアを理解する。(知識・理解)

終末期と緩和ケアに関する概念を学び、終末期の療養の場におけ
る倫理的課題を考える。(態度・志向性)

終末期にある患者の看護診断を行い、症状マネジメントを要する
患者の看護過程を展開できる。(技能)

最期の時を迎える成人期の患者、家族の身体的・心理的特徴と看
取りのケアを理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前課題はワークシートで提示し、自己学習を前提にして講
義・学習活動を進める。（60分）ワークシートは講義終了後に提
出し出席状況の確認を行う。また、課題レポートは紙上事例で看
護過程を展開するが、講義で学んだ知識を活用して個人で展開す
る。（180分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準　
・終末期と緩和ケアに関する概念は、定義や社会的な解釈の違い
を説明できる。
・終末期の倫理的課題は、簡単な事例の場面について生命倫理の
原則を用いて説明できる。
・終末期の症状マネジメントは、個人課題で看護過程を展開し、
根拠に基づくアセスメント、関連図、看護問題、看護計画が記載
されている。　
・終末期にある患者・家族の緩和ケアと看取りでは、身体的・心
理的特徴や生活活動の変化に伴う苦痛とニーズを捉え、看護ケア
の在り方を説明できる。

評価方法
・定期試験80％、課題レポート20％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田村恵子編集：経過別成人看護学終末期看護：エンド・オ
ブ・ライフ・ケア　メディカルフレンド社、2017年　3000
円　ISBN9784839233280
T.ヘザー・ハードマン，上鶴重美編集：NANDA-1 看護診
断　定義と分類　医学書院　2015年　3000円　ISBN
9784260008648（1年次の成人看護学概論のテキスト　購入
済み）

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ成人看護学⑦緩和ケア　メディカ
出版　ISBN 9784840436991
がん看護学　NOUVELLE HIROKAWA 　ISBN
9784861740466
緩和ケア　大切な生活・尊厳ある生をつなぐ技と心　南江
堂　ISBN 978452425082

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

成人看護学概論、急性期の成人看護、慢性期の成人看護で
学んだ知識、からだの構造と機能、疾病の成り立ちと回復
の促進等で学んだ知識と関連させ、自分の頭で考えて表現
し主体的に取り組むことこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
　　終末期と緩和ケアの概念（浦）
２．終末期医療の現状と緩和ケア（浦）
３．緩和ケアにおけるチームアプローチ（浦）
４．終末期にある成人患者の全人的苦痛と看護（浦）
５．終末期にある成人患者の家族への看護（牧）
６．終末期におけるがん患者のリハビリテーションと看護
（石橋）
７．乳がん患者の経過と終末期看護（牧）
８．肝細胞がん患者の経過と終末期看護（浦）
９．終末期にある患者の症状マネジメント①（浦）
10-11．終末期にある患者の症状マネジメント②③（石
橋，牧，浦）
12-13．終末期にある成人患者の生と死をめぐる倫理的課
題（浦）
14．看取りの看護（浦）
15．まとめ（浦）



2019-802000D252-01終末期の成人看護

浦　綾子、牧　香里、石橋曜子

◎看護:A-3,B-2,C-1

1.終末期にある成人期の患者・家族の全人的苦痛とQOL向上に向けた緩和ケア
を理解する。　(A-3)

2.終末期と緩和ケアに関する概念を学び、終末期の療養の場における倫理的課
題を考える。　(C-1)

3.終末期にある患者の看護診断を行い、症状マネジメントを要する患者の看護
過程を展開できる。　(B-2)

4.最期の時を迎える成人期の患者、家族の身体的・心理的特徴と看取りのケア
を理解する。　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D111-01小児看護学概論「前期　金－２」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

宮城　由美子、松本祐佳里

◎－－－　概要　－－－◎

　生涯発達の視点から小児期について概説する。健康なこども
観、成長発達の原則、乳児期～思春期までの形態的･機能的成
長発達、心理社会的発達について、スライド・動画を用いてこ
どもをイメージできるように講義形式にて説明する。また事前
の課題を指示した授業日に持参し、授業内容を付記し知識の幅
を広げていく展開とする。看護師及び小児看護専門看護師とし
て小児看護の臨床経験や、地域や保育所における育児支援など
の実務経験をいかして、こどもの特性について解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小児各期の成長発達(形態的･機能的･心理社会的）について述
べることができる。(知識・理解)

小児期の栄養と食生活についての基礎的知識が説明できる。
(知識・理解)

成長発達に必要な環境を理解し、その援助についての基礎的知
識を述べることができる。(知識・理解)

乳幼児期の成長発達の特性について、具体的に記述することが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

乳児期・幼児期の示す課題について、事前学習を行い授業に臨
み、授業内容も自己のレポートに追記していくこと。（90
分×2回乳児期・幼児期）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，乳児期から学童期のこどもの成長発達についての基礎的知
識が身についているのかを定期試験で評価する。
２，小児期の栄養やこどもを取り巻く環境についての基本的知
識が身についているかを定期試験で評価する。（１，２を併せ
て90％）
３，乳幼児期の成長発達（形態的、機能的、心理社会的)につ
いて、事前学習を行い授業内容を膨らますことができているこ
とを評価基準とする。（10％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
①．医学書院．2018【ISBN978-4-260-02002-2】2800円

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ
小児看護学①「小児の発達と看護」
ＩＳＢＮ：978-4-8404-4918-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の順番は変更する可能性あり

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．こどもとは（宮城）
２．成長発達の原則（宮城）
３．乳児期の成長発達とその支援①（宮城）
４．乳児期の成長発達とその支援②（宮城）
５．幼児期の成長発達とその支援①（宮城）
６．幼児期の成長発達とその支援②（宮城）
７．学童・思春期の成長発達とその支援（宮城）
８．こどもにとっての家族（松本）



2019-802000D111-01小児看護学概論「前期　金－２」

宮城　由美子、松本祐佳里

◎看護:A-1,A-3,C-2

1.小児各期の成長発達(形態的･機能的･心理社会的）について述べることができ
る。　(A-1)

2.小児期の栄養と食生活についての基礎的知識が説明できる。　(A-1)

3.成長発達に必要な環境を理解し、その援助についての基礎的知識を述べるこ
とができる。　(A-3)

4.乳幼児期の成長発達の特性について、具体的に記述することができる。　
(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D321-01小児看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

宮城　由美子、松本祐佳里、藤原　悠香

◎－－－　概要　－－－◎

　こどもの成長発達を理解し、あらゆる健康レベルのこどもとその家族に対して
尊重され安寧に生活できるための看護が実践できる基礎的能力を身につけること
を目的とし、２週間の実習を展開する。
　看護師及び小児専門看護師として小児看護における臨床経験、地域や保育所に
おける育児支援、医療的ケアを必要とするこどもと家族への支援などの実務経験
を活かし実習指導を行う。
１、実習初日は、乳幼児の身体計測・バイタルサイン測定の学内演習を行う。
２、保育所実習において、乳幼児期の成長発達・コミュニケーション・生活支　
　援を実践し、健康なこどもの理解を図る。
３、地域で生活する障害をもったこどもの発達支援、多職種による支援の実際　
　を学ぶために障害児施設での見学実習を行う。
４、小児病棟においては、健康障害を有したこどもと家族の全体像を把握し、　
　健康状態回復に必要な日常生活援助を実践する。さらに毎日の実施した援　　
助を評価し、翌日の実習計画に反映していくプロセスを学ぶ。
５、実習最終日には、実習を振りかえり「こどもの権利」をもとに、尊重した　
　こどもとのかかわりなど自己の学びをまとめ、グループディスカッション　　
を行い自己の「こども観」を明らかにし、小児看護のあり方について考え示
　　すことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

こどもの成長発達を理解し、影響を与える諸因子を理解することができる。(知
識・理解)

健康障害･医療行為がこどもと家族に及ぼす影響について述べることができる。
(知識・理解)

こどもと家族の病気のとらえ方や受け止め方を把握し、根拠に基づいた看護実践
が出来る。(知識・理解)

こどもの成長発達における年(月)齢差、個人差を理解し年齢に応じたコミュニ
ケーションができる。(技能)

こどもの成長発達および健康段階に応じた日常生活や遊び（学習）の援助ができ
る。(技能)

こどもの成長発達を把握した上で、こどもを取り巻く危険因子をとらえ、安全確
保が適切に実践できる。(技能)

小児看護専門職の役割を理解し、小児医療チームの中で協働連携する知識・技能
を活用し実習の中で学生として実践できる。(技能)

こどもの発達段階および健康段階に応じた生活援助を考え実施し、日々ふりかえ
りを行いよりよい援助を形成できる。(技能)

受け持ち患児や家族の全体像についてグループメンバーの意見を尊重した議論を
行うことができる。(態度・志向性)

実習を通して、様々な状況にあるこどもに対して、こどもの権利を尊重した看護
について考えを示すことができる。(態度・志向性)

自己の「こども観」を明らかにし、小児看護のありかたについて考え示すことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「健康なこどもの成長発達と支援」「病気をもつこどもと家族の看護」の講義資
料を整理し自己学習を行い実習に臨むこと。
実習期間中は、日々の振り返りを行い、次の看護実践に活かすための実習記録と
すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，実習評価表に基づき、①受け持ち患児の看護に必要な知識を活用して根拠に
基づいた看護が展開できているか。②こどもと家族を尊重し良好な人間関係が築
けているか。③こどもと家族の全体像を把握し、実施する看護を抽出できている
か。④こどもの安全を配慮して発達段階に応じ、さらに個別性のある関わりがで
きているかを評価基準とする。
２，保育所･障害児施設･小児病棟での実習記録の内容のもれがなく記述でき、提
出されることも評価する。
３，最終日には、様々な状況にあるこどもに対して、こどもを尊重した支援につ
いて発表及びディスカッションを行い学びの共有を図る(10％）
４，以上学生自己評価と教員(指導者)評価を合わせ（50％)、記録内容評価
（40％）、発表内容（10％）をもとに総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「小児看護学概論」「健康なこどもの成長発達と生活支
援」「病気のこどもと家族の看護」で使用したテキスト及
び配布資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

こどもへの感染を防止するため、学生自身の健康管理を十
分に行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間と実習場所　　2週間
　保育所実習　2～3日　
　　　福岡大学近隣保育所
　障がい児施設見学実習　1日
　　　あいあいセンター、にこちゃんのいえ等
　病棟実習　４日間　
　　　福岡大学病院小児医療センター
　　　福岡大学筑紫病院こどもにゅういんフロア　

＊実習方法の詳細については、実習要項参照。



2019-802000D321-01小児看護学実習

宮城　由美子、松本祐佳里、藤原　悠香

◎看護:A-1,A-3,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.こどもの成長発達を理解し、影響を与える諸因子を理解することができる。
　(A-1)

2.健康障害･医療行為がこどもと家族に及ぼす影響について述べることができ
る。　(A-3)

3.こどもと家族の病気のとらえ方や受け止め方を把握し、根拠に基づいた看護
実践が出来る。　(A-3)

4.こどもの成長発達における年(月)齢差、個人差を理解し年齢に応じたコミュ
ニケーションができる。　(B-1)

5.こどもの成長発達および健康段階に応じた日常生活や遊び（学習）の援助が
できる。　(B-2)

6.こどもの成長発達を把握した上で、こどもを取り巻く危険因子をとらえ、安
全確保が適切に実践できる。　(B-2)

7.小児看護専門職の役割を理解し、小児医療チームの中で協働連携する知識・
技能を活用し実習の中で学生として実践できる。　(B-3)

8.こどもの発達段階および健康段階に応じた生活援助を考え実施し、日々ふり
かえりを行いよりよい援助を形成できる。　(B-4)

9.受け持ち患児や家族の全体像についてグループメンバーの意見を尊重した議
論を行うことができる。　(C-1)

10.実習を通して、様々な状況にあるこどもに対して、こどもの権利を尊重した
看護について考えを示すことができる。　(C-1)

11.自己の「こども観」を明らかにし、小児看護のありかたについて考え示すこ
とができる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D062-01診療看護技術

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限～４時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

吉川　千鶴子、中嶋恵美子、宗正みゆき、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、診療の補助業務である診断・治療過程における看護技術と看護の役割
について学ぶ。診断･治療過程の意味を理解し、円滑に進めるための看護技術の基本
的な知識、技術を習得する。診療看護技術の実践に際しては、診断･治療過程の特徴
に応じた、安全･安楽・自立への配慮、身体的、精神的苦痛の緩和、倫理的配慮がな
されなければならない。無菌操作、創傷管理技術、罨法、吸入・吸引、与薬、検体採
取、導尿・浣腸の学習項目について、講義と併せて、視聴覚教材、デモンストレー
ション、シミュレーション学習による演習およびポートフォリオの活用により学ぶ。
 内科系、外科系病棟での臨床経験を活かし、基本と応用、さらに技術の発展的なこ
とにも及んで講義する。診療看護技術に関しては、近年、診療看護師が誕生するな
ど、社会のニーズが高い。これからの看護職に求められる、安全な医療の提供につな
がる援助技術について、科学的根拠を抑えつつ実態に即して講義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

診断・治療過程における看護の役割を説明できる。(態度・志向性)

診断・治療に伴う看護技術を安全・安楽に実施するための知識と判断、説明と同意、
プライバシーの保護、指示確認の必要性を説明できる。
(技能)

診断・治療に伴う看護技術のエビデンスを説明できる。(知識・理解)

診断・治療過程における患者の反応を捉え適切なコミュニケーションがとれる。(技
能)

創傷治癒の基礎知識を理解し創傷管理技術ができる。(技能)

呼吸の生理と、呼吸障害時の援助の基本を理解し、吸入・吸引ができる。(技能)

薬物を取り扱う法的責任、管理方法、作用・副作用と薬物療法の基本を理解し、薬物
の投与方法に応じた与薬ができる。
(技能)

検査の意義と看護の役割、安全・安楽に正確なデータを得るための基本を理解し、検
体採取と検体の取り扱いができる。
(技能)

標準予防策を用いて清潔不潔を区別して排泄困難時の看護技術ができる。(技能)

検査・治療過程における検査や処置に伴う人権や尊厳への影響を考えて倫理的問題を
考える姿勢がある。
(態度・志向性)

検査や処置に伴う苦痛や副作用、合併症を最小にし、予防するための援助方法を主体
的に学習し探求する姿勢がある。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．6つの学習項目からなるワークブックに予習課題、復習課題を掲載しているので、
授業の進行に合わせて課題を行い、1時間以上の予習･復習をしながら学ぶ。
2．各学習項目毎に到達目標を達成するための自己学習を行い、ポートフォリオを作
成し自己の学習成果を確かめつつ学ぶ。
3．Moodle（e-learning）で予習テストや復習テスト、演習課題を課すので予習・復習
をして授業に臨む。
4．無菌操作の基本、滅菌物の取り扱い、吸入・吸引、罨法、注射、採血、導尿、浣
腸に関しては、Moodleで動画コンテンツを配信しているので演習前に視聴して臨む。
前日までに視聴していなければ演習に参加できないので注意する。
5.演習科目なので、事前事後学習は必須である。事前課題を提示された場合は,課題を
学習して授業に参加する。演習後には事後課題で振り返り,ポートフォリオで自己の
経験をさらに発展させる学習過程で臨む。
6．技術評価項目は、教員の指導体制を組んだ自己練習期間を設ける。自己練習期間
の反復練習により技術到達を目指す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．定期試験（50％）、技術評価（20％）、ポートフォリオ・レポート（30％）で総
合的に評価する。
2．定期試験は、診断・治療過程で看護技術を実施するために必要な基礎的な知識･技
術について、想起、解釈、応用問題を出題し評価する。
3．技術評価は筋肉内注射の技術試験を行う。評価は、看護基本技術を支える態度や
行為の、知識と判断、実施、説明、安全・安楽確保、プライバシーの保護、指示確
認・報告を評価基準とする。
4．ポートフォリオは中間提出と最終提出の2回提出を求め評価対象とする。評価は、
ポートフォリオの作成基準に則って行う。具体的には、①作成要領に基づいた構成で
ある②学習過程に沿って系統的に整理されている③わかりやすく見やすい工夫がある
④自分の学習成果を客観的に振り返っている⑤文献を活用し自分の意見と比較して考
察している、の5つを評価基準とする。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

1．茂野香おる編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第17版　医学書院　
2019年　2600円+税　ISBN978-4-260-03564-4
2．任　和子編： 系統看護学講座　基礎看護技術Ⅱ第18版　医学書院　
2019年　2900円＋税　ISBN978-4-260-02760‐1
3.　三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看護技術第4版　
ヌーヴェルヒロカワ　　2017年 2900円＋税　ISBN978-4-86174-059-6
4．竹尾恵子監修：看護技術プラクティス第3版　学研　2015年　5200円＋
税　ISBN978-4-7809-1202-9　

◎－－－　参考書　－－－◎

深井喜代子、前田ひとみ編、EBN志向の看護実践　基礎看護学テキスト、
南江堂　ISBN 978-4-524-26656-2
平田雅子、完全版ベッドサイドを科学する－看護に生かす物理学、学研　
ISBN 978-4-05-153022-8
深井喜代子監修、ケア技術のエビデンス、へるす出版　ISBN 4-89269-560-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．講義中の遅刻、途中退席、携帯電話の使用は、学習環境を乱すので禁じ
る。
2．演習時は、ユニホームを着用し授業開始時間までに手洗いを済ませて実
習室に待機する。　　
3．Moodleはコンテンツ、課題だけでなく、授業時のリアクションペーパー
のフィードバックや授業方法･内容の掲示版としても活用するので留意す
る。
 

◎－－－　授業計画　－－－◎

1・2　診療の援助技術の基本　講義
　　（吉川）
　　　創傷管理技術
3・4　呼吸を整える援助技術　講義
　　（吉川）
　　　呼吸と快適性、呼吸障害時の援助　
5・6　呼吸を整える援助技術　演習
　　　酸素吸入、気道内加湿法
　　　一時的吸引
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
7・8　与薬の援助技術1　講義 （吉川）
　　　与薬の種類／経口的与薬、外用薬 、
　　　麻薬、輸血　
9・10　与薬の援助技術2　講義（吉川）
　　　注射法／血管外、血管内
11･12　与薬の援助技術3　演習
　　　筋肉内注射
 　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
13･14　与薬の援助技術4　演習
　　　経口的与薬法 、点滴静脈内注射法
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
15　検査時の援助技術1　講義（吉川）
　　　検体の採取と取り扱い 、採血
16　尿簡易検査　演習
　　（吉川、坂梨、大村）
17・18　筋肉内注射　技術テスト
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
19・20　検査時の援助技術2　演習
　　　採血
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
21　安楽への援助技術　講義　（吉川）
　　痛みのケア、罨法、リラクゼーション
22　シミュレーション学習グループワーク
　　（吉川）
23・24　シミュレーション学習
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
25・26　排泄困難時の援助技術1　講義（吉川）
　　　無菌操作、浣腸、導尿　
27・28　排泄困難時の援助技術2　演習
　　　無菌操作、浣腸　
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
29・30　排泄困難時の援助技術3　演習
　　　一時的導尿、持続的導尿　
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
　　　　　



2019-802000D062-01診療看護技術

吉川　千鶴子、中嶋恵美子、宗正みゆき、坂梨左織、大村由紀美

◎看護:A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.診断・治療過程における看護の役割を説明できる。　(C-1)

2.診断・治療に伴う看護技術を安全・安楽に実施するための知識と判断、説明
と同意、プライバシーの保護、指示確認の必要性を説明できる。
　(B-2)

3.診断・治療に伴う看護技術のエビデンスを説明できる。　(A-3)

4.診断・治療過程における患者の反応を捉え適切なコミュニケーションがとれ
る。　(B-1)

5.創傷治癒の基礎知識を理解し創傷管理技術ができる。　(B-2)

6.呼吸の生理と、呼吸障害時の援助の基本を理解し、吸入・吸引ができる。　
(B-2)

7.薬物を取り扱う法的責任、管理方法、作用・副作用と薬物療法の基本を理解
し、薬物の投与方法に応じた与薬ができる。
　(B-2)

8.検査の意義と看護の役割、安全・安楽に正確なデータを得るための基本を理
解し、検体採取と検体の取り扱いができる。
　(B-2)

9.標準予防策を用いて清潔不潔を区別して排泄困難時の看護技術ができる。　
(B-2)

10.検査・治療過程における検査や処置に伴う人権や尊厳への影響を考えて倫理
的問題を考える姿勢がある。
　(C-1)

11.検査や処置に伴う苦痛や副作用、合併症を最小にし、予防するための援助方
法を主体的に学習し探求する姿勢がある。
　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D272-01女性の健康と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

塚原　ひとみ、佐久間良子、古賀　綾

◎－－－　概要　－－－◎

女性の健康について、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点を
持ち、ライフステージ各期の発達と変化による健康課題の特徴と支
援を理解する。また、将来の次世代の健康を左右する女性の健康と
いう視点でも健康課題を学ぶ。以上の内容について主体的な学習を
基本にして女性のヘルスプロモーションの支援について学ぶ。 　
①思春期の月経を中心としたヘルスケア
②思春期から成熟期の健康課題と健康教育
③産む・産まない選択、育てることの選択に関する多様な価値の3
点に関する内容についてグループ学習を中心として授業を展開す
る。

高度医療を提供する周産期病棟・外来における助産師としての勤務
経験を活かし、母性各期の対象の事例を提示し必要な知識、健康教
育についてシミュレーション教育を含めて理解が深まるように講
義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

女性のライフサイクル各期の健康課題を説明できる。 (知識・理解)

思春期から成熟期の女性の健康を保持増進するために健康教育計画
案を説明できる。(知識・理解)

思春期の月経を中心としたヘルスケアについて説明できる。(知
識・理解)

生命倫理、出生前診断に関する知識や多様な価値について説明でき
る。(知識・理解)

思春期から成熟期の女性の健康教育発表に主体的に取り組むことが
できる(技能)

産む・産まない選択、育てることの選択に関する多様な価値を知
り、発表案の作成に主体的に取り組むことができる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

15回分の授業ワークブックを初回授業時に資料提供する。ワーク
ブック内に次回授業範囲の予習は示す。
グループワークを中心に授業を進めるため、「シラバスに示すテー
マごとに各自が文献を検索し、あらかじめテーマに即した資料をま
とめておくこと。（90分）」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験60％、課題レポート・グループワーク参加度30％、自己
学習状況10％を目安として総合的に評価する。
・定期試験では、女性のライフサイクル各期の身体的・心理社会的
健康問題とその対処を正確に記述できているか、を評価の基準とす
る。
・課題レポートでは①働く女性に関する資料の正確なデータを用い
て、働く女性の課題を記述しているか、②月経が女性の健康に及ぼ
す影響を正確にとらえているかを評価の基準とする。
・グループワーク学習参加度では①女性のライフサイクル各期の健
康課題と取り組み、②女性の健康教育計画について明確に記述して
いるか、③グルーワーク学習参加度を評価の基準とする。
・自己学習状況（ワークブック提出）では、事前学習内容を含め、
授業中に理解した女性の健康問題に関する内容をまとめて整理し記
述できているか、を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

橋真理、村本淳子編：女性のライフサイクルとナーシング　
第2版　2018　2200円　ヌーヴェルヒロカワ　
ISBN978-4-86174-041-1

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　母性看護学①　概論・リプロダク
ティブヘルスと看護　ISBN 978-4-8404-6517-5
日本性教育協会編　「若者の性」白書　ISBN 978-4-0-840147-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業ではグループワークを中心に行うので主体的に取り組む
こと。
グループワークや発表・討論に積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要と進め方、ライフサイクルの特徴と各期の健康問題
とヘルスプロモーション（塚原）
2.月経に影響を及ぼす因子と健康課題（塚原・佐久間・古賀）
「授業時に示す課題についてレポートを作成すること。（60
分）」
3.月経に関する健康課題とヘルスケア（塚原・佐久間・古賀）
4.思春期から成熟期女性の健康と看護①：性感染症、望まない
妊娠（佐久間）
5.思春期から成熟期女性の健康と看護②：女性と労働、不妊治
療に関する健康問題（塚原）
「授業時に示す課題についてレポートを作成すること。（60
分）」
6.思春期から成熟期女性の健康と看護③：DVに関する健康問
題（古賀）
7.思春期から成熟期女性の健康と看護④：健康教育テーマの決
定と課題背景の検討（塚原・佐久間・古賀）
8.ヘルスプロモーション活動の展開①：健康教育計画案の作成
＜テーマの焦点化＞（塚原・佐久間・古賀）
9.ヘルスプロモーション活動の展開②：健康教育計画案の作成
＜健康教育の対象と必要性、目的、目的、方法＞（塚原・佐
久間・古賀）
10.ヘルスプロモーション活動の展開③：健康教育計画案の作
成＜健康教育実施計画＞（塚原・佐久間・古賀）
「次回、健康教育発表の準備をグループで最終調整を行うこ
と。（90分）」
11.ヘルスプロモーション活動：健康教育計画発表①（塚原・
佐久間・古賀）
12.ヘルスプロモーション活動：健康教育計画発表②（塚原・
佐久間・古賀）
13.＜前半＞更年期・老年期女性の健康：更年期障害とヘルス
ケア、骨粗しょう症・婦人科腫瘍（佐久間）
＜後半＞産む・産まない選択、育てることの選択①：意思決
定と討論準備（塚原・佐久間・古賀）
14.産む・産まない選択、育てることの選択②：討論準備（塚
原・佐久間・古賀）
「次回討論までにグループメンバーと討論の進め方のワーク
行うこと。（90分）」
15.産む・産まない選択、育てることの選択③：討論の実施.ま
とめ（塚原・佐久間・古賀）



2019-802000D272-01女性の健康と看護

塚原　ひとみ、佐久間良子、古賀　綾

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4,B-4

1.女性のライフサイクル各期の健康課題を説明できる。 　(A-1)

2.思春期から成熟期の女性の健康を保持増進するために健康教育計画案を説明
できる。　(A-2)

3.思春期の月経を中心としたヘルスケアについて説明できる。　(A-3)

4.生命倫理、出生前診断に関する知識や多様な価値について説明できる。　
(A-4)

5.思春期から成熟期の女性の健康教育発表に主体的に取り組むことができる　
(B-4)

6.産む・産まない選択、育てることの選択に関する多様な価値を知り、発表案
の作成に主体的に取り組むことができる。 　(B-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A150-01スタディスキル（初年次教育）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

有田　久美、長谷川　珠代、古賀　綾

◎－－－　概要　－－－◎

 大学教育への適応を円滑にし、学習の動機付けをはかる。また、自
主的に学ぶ学生となるために必要な学習を支えるスタディスキルとし
て、資料検索方法、レポートの書き方、発表の仕方等について習得す
る。さらに、テーマ別学習によるディスカッションを通して、主体的
な課題解決能力やコミュニケーションスキルの育成を目指す。　
　授業は、集合教室での講義とクラス担任によるゼミ形式での学び合
い学習を行う。学び合い学習では、クラス担任毎のグループでテーマ
を選択し、資料や文献を収集し、ディスカッションを行う。また、学
び合いを通してテーマに関する理解を深め、引用した資料に対する自
分の意見を課題レポートとしてまとめ、クラス担任に提出し、個別的
な指導助言を受ける。さらに、学び合いの学習のまとめとして、ゼミ
毎のテーマに関する学習内容を共有するための発表を行う。
　この授業での学びは、レポート作成や今後のゼミ形式の授業を受け
るための準備、卒業論文作成といった大学での学びを充実させるため
に必要不可欠なものである。講義は、教員の臨地での医療、看護など
の実務経験を生かし、実践に活かせるよう講義、演習を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学で学ぶ意味を理解できる。(知識・理解)

主体的学習を支えるスタディスキルの基盤として、資料検索方法、レ
ポートの書き方、発表方法等について理解できる。(知識・理解)

人の話を集中して聴き、自分自身で必要な情報を判断してノートに書
きとる。 (態度・志向性)

文章を読んで正しく理解し、適切な日本語表記で書く。 (態度・志向
性)

学習テーマに必要な文献（資料）を収集し、情報を整理する。(態
度・志向性)

文章（資料）の内容を把握した上で適切に要約し、自分の考えをレ
ポート作成法にそって書く。(態度・志向性)

文献（資料）を用いて、根拠のある意見を第三者が読んで理解しやす
い説得力のある文章で書く。 (態度・志向性)

主体的・効果的にグループ活動を行いメンバーとの学び合いを実践す
る。(態度・志向性)

テーマに沿った必要な情報を選択して発表資料を作成し、聞き手が理
解しやすい発表する。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義に関連した教科書の予習や提示された課題を行う。また、講義
資料、自己学習資料、課題等は、ファイルに整理して全て綴じる。全
講義の最終日にファイルの提出を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

試験による評価は行わない。学習への取り組みを重視する。
・授業への取組み（50％）：単に出席するだけでなく、積極的な授業
への参加を評価対象とする。そのため、各講義終了時の「ワークシー
ト」の提出や次の講義に向けての「事前課題」の取り組みは必須であ
る。提出物の未提出（提出遅れも含む）は、減点の対象とする。
・学び合い学習（20％）：レポートの書式・構成、わかりやすい文章
か、考えに説得力があるか、グループワークディスカッションでの貢
献度等の観点から評価する。
・学び合い学習の発表（10％）：発表の準備、内容、発表資料、質疑
応答、意見交換の参加度等の観点から評価する。
・自己学習状況（20％）：講義資料、自己学習資料、課題等が整理で
きているかを評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原恵子、間渕泰尚、冨江英俊、小針誠：スタディスキル
ズ・トレーニング―大学で学ぶための25のスキル―，実教
出版，¥1296，ISBN：978-4-407-32243-9

◎－－－　参考書　－－－◎

藤田哲也編著　大学基礎講座、北大路書房　　ISBN
9784762824845
授業内容に関連したものを、授業内で紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

大学生活における学びを充実させる学習の基本的スキルを
習得する科目である。この授業では、授業に参加すること
を最も重視する。参加する際には、十分に予習（課題に取
り組む）や復習をした上で授業に出席し、積極的に学習活
動に参加して他学生との意見交換やグループで決めた作業
分担について個人の責任を果たすようにする。正当な理由
なく欠席・遅刻をすることのないよう留意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション、大学生として学ぶことの意味（有
田・長谷川・古賀(綾)）
2．日本語能力基礎調査（有田・長谷川・古賀(綾)）
3.大学での学びの目標、講義の受け方 （有田・長谷川・古
賀(綾)）
4.演習に必要なスキル（有田・長谷川・古賀(綾)）
5.グループで学ぶ方法、テーマを決めよう（長谷川・有
田・古賀(綾)）
6.図書館の利用方法、資料（文献）の収集方法（有田・長
谷川・古賀(綾)）
7.必要な情報収集と文献の活用方法（有田・長谷川・古賀
(綾)）
8.文献や本の読み方、まとめ方（長谷川・有田・古賀
(綾)）
9.レポートの文章の特徴・レジュメの作成（長谷川・有
田・古賀(綾)）
10.レポート作成の基本（長谷川・有田・古賀(綾)）
11.学びあい学習①（クラス担任ゼミ）
12.学び合い学習②（クラス担任ゼミ）
13.学び合い学習③（クラス担任ゼミと全体講義）
　　レポート作成の実際：レポート返却と指導
14.学びあい学習の発表（有田・長谷川・古賀(綾)）15.まと
め（有田・長谷川・古賀(綾)）

＊クラス担任ゼミにおける担当教員
大倉義文、兼岡秀俊、木村裕美、久木原博子、塚原ひと
み、中嶋恵美子、原田春美、宮城由美子、宮林郁子、岩永
和代、浦綾子、緒方久美子、小栁康子、佐久間良子、中島
充代、長谷川珠代、馬場みちえ、宗正みゆき、吉川千鶴
子、有田久美、黒髪恵、坂梨左織、牧香里、松本祐佳里、
池田智、石橋曜子、上野珠未、大村由紀美、古賀綾、古賀
佳代子、藤原悠香



2019-802000A150-01スタディスキル（初年次教育）

有田　久美、長谷川　珠代、古賀　綾

◎看護:A-4,C-2

1.大学で学ぶ意味を理解できる。　(A-4)

2.主体的学習を支えるスタディスキルの基盤として、資料検索方法、レポート
の書き方、発表方法等について理解できる。　(A-4)

3.人の話を集中して聴き、自分自身で必要な情報を判断してノートに書きと
る。 　(C-2)

4.文章を読んで正しく理解し、適切な日本語表記で書く。 　(C-2)

5.学習テーマに必要な文献（資料）を収集し、情報を整理する。　(C-2)

6.文章（資料）の内容を把握した上で適切に要約し、自分の考えをレポート作
成法にそって書く。　(C-2)

7.文献（資料）を用いて、根拠のある意見を第三者が読んで理解しやすい説得
力のある文章で書く。 　(C-2)

8.主体的・効果的にグループ活動を行いメンバーとの学び合いを実践する。　
(C-2)

9.テーマに沿った必要な情報を選択して発表資料を作成し、聞き手が理解しや
すい発表する。 　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D052-01生活看護技術

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限～２時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

坂梨　左織、中嶋恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

生活者である対象の日常生活行動を理解し、看護の視点から援助す
ることの重要性を学ぶ。本授業では、講義・演習・視聴覚教材によ
り日常生活援助において活用する看護技術について学ぶ。
学習過程においては、「知る」「わかる」だけでなく、「身体で表
現できる」「状況に応じて工夫できる」ようになることを重視し、
自律的、創造的、合目的な参加を求める。事前準備や事後の振り返
りを通して、科学的根拠を踏まえた確実な看護技術の獲得を目指
す。
臨床経験を活かし、看護の場の実態の説明や患者との関わりの事例
を用いながら、日常生活援助に必要な知識や技能、態度について講
義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

その人らしい日常生活を送る意義や日常生活行動の特徴について説
明できる。(知識・理解)

援助を受ける患者の心理状況を説明できる。(知識・理解)

生活援助技術の目的と基本技術、及びその根拠を説明できる。(知
識・理解)

根拠に基づいた確実な援助技術を実践できる。(技能)

適切なコミュニケーションによって状態や反応を確認しながら援助
を実践できる。(技能)

援助実施時に、安全・安楽の確保、自立の促進、プライバシーの保
護、尊厳を守る態度・姿勢が身についている。(態度・志向性)

患者の立場に立った援助を実践する姿勢が身についている。(態度・
志向性)

患者に応じた根拠に基づく援助技術の熟知に向けて、主体的に学習
し探求する姿勢がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・指示された事前課題を必ず学習して授業に参加すること。
・演習授業は、Moodleの動画コンテンツ視聴及び事前課題を演習の
参加条件としている。指定の時間までに視聴していない場合は、演
習に参加できないので注意すること。
・授業で演習した看護技術は、ひとりで実施できるようになるまで
自己の時間を利用して反復練習をすること。
・自己学習内容や自己練習については、ポートフォリオとして整理
し、可視化すること。
・技術評価項目は、自己練習によって技術到達を目指すこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験では、人々の日常生活行動の特徴、看護の必要性、援助
方法および留意点に関して、安全・安楽や自立を促す視点で原理原
則を理解しているか、を評価の基準とする。
・ポートフォリオでは、各生活看護技術を「身体で表現できる」
「状況に応じて工夫できる」ようになるための反復練習の成果と成
長が可視化できているか、を評価の基準とする。
・レポートでは、課題についてテキスト・文献等から十分に情報収
集・検討を行い、自己の見解を明確に記述できているか、を評価の
基準とする。
技術評価では、指示された技術の実施状況がチェックリストの6割以
上の達成状況であるか、を評価の基準とする。
定期試験(50%)、ポートフォリオ・レポート(20%)、技術評価(30%)で
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．茂野香おる編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第17版
　医学書院　2016（2,600円+税）
ISBN978-4-260-03564-4
２．任和子編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅱ　第17版　
医学書院　2017　(2,900円+税)
ISBN　978-4-260-02760-1
３．三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看護
技術－DVD付［第4版］根拠に基づいた実践をめざして－　
ヌーヴェルヒロカワ　2016（2,900円+税）
ISBN 978-4-86174-059-6
４．竹尾恵子監修：看護技術プラクティス　第3版　学研　
2015(5,200円+税）
ISBN978-4-7809-1126-8

◎－－－　参考書　－－－◎

実践的看護マニュアル共通技術編　ISBN 4-905628-99-7
基礎看護技術Ⅰ/Ⅱ　ISBN 4-260-33362-3
看護実践の根拠を問う　ISBN 978-524-24302-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自律的、創造的、合目的的な参加を求める。また、事前準備
や事後の振り返りを通して、確実な看護技術が実践できるこ
とを目指す。
演習等は指定された服装をし、授業開始時間前に手洗いを済
ませて、指示された実習室等に集合し大気すること。
授業では遅刻や途中退室、携帯電話・スマートフォン等の使
用を禁じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.生活看護技術の概要（坂梨）
2.感染防止の技術（坂梨）
3.4.標準予防策演習［演習］（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大
村）
5.環境調整技術（坂梨）
6.病床環境の観察［講義・演習］（坂梨・大村）
7.8.ベッドメーキング［演習］（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大
村）
9．安楽確保の技術、活動・休息援助技術（坂梨）
10.体位保持、体位変換、ボディメカニクス［演習］（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
11.活動・休息援助技術（坂梨）
12.移動・移送［演習］（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大村）
13.14.臥床患者のリネン交換・環境整備［演習］（坂梨・中
嶋・宗正・吉川・大村）
15.16.清潔・衣生活援助技術（中嶋・大村）
17.18.足浴・背部清拭［演習・グループワーク］（中嶋・坂
梨・宗正・吉川・大村）
19.20.全身清拭・寝衣交換・手浴［演習］（中嶋・坂梨・宗
正・吉川・大村）
21.22.洗髪・整容［演習］（中嶋・坂梨・宗正・吉川・大村）
23.食事援助技術（坂梨）
24.排泄援助技術［講義・演習］（坂梨・大村）
25.26.生活看護技術テスト（坂梨・大村・中嶋・宗正・吉川）
27.28.食事介助・口腔ケア［演習］（坂梨・中嶋・宗正・吉
川・大村）
29.30.生活看護技術の統合（排泄の援助・陰部洗浄）、まとめ
［演習・グループワーク］（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大
村）
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坂梨　左織、中嶋恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、大村由紀美

◎看護:A-1,A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.その人らしい日常生活を送る意義や日常生活行動の特徴について説明でき
る。　(A-1)

2.援助を受ける患者の心理状況を説明できる。　(A-1)

3.生活援助技術の目的と基本技術、及びその根拠を説明できる。　(A-3)

4.根拠に基づいた確実な援助技術を実践できる。　(B-2)

5.適切なコミュニケーションによって状態や反応を確認しながら援助を実践で
きる。　(B-1)

6.援助実施時に、安全・安楽の確保、自立の促進、プライバシーの保護、尊厳
を守る態度・姿勢が身についている。　(C-1)

7.患者の立場に立った援助を実践する姿勢が身についている。　(C-1)

8.患者に応じた根拠に基づく援助技術の熟知に向けて、主体的に学習し探求す
る姿勢がある。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D091-01精神看護学概論「後期　火－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

中島　充代

◎－－－　概要　－－－◎

　2011年、厚生労働省は医療計画に盛り込むべき疾患として新
たに精神疾患を加えた。現代社会の精神保健医療福祉に関する
ニーズは高まり、精神看護学の果たす役割は大きくなってい
る。そこで、世界における精神保健医療福祉の歴史的変遷と我
が国の現状を通して、精神看護の社会的役割と課題について考
察する。精神看護の対象、目的、役割などの精神看護学に係る
基本的な考え方を学ぶ。一般科および精神科看護を実践してき
た看護教員が担当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を身体的・心理的・社会的な側面からとらえる理論を活用
して説明できる(知識・理解)

国内外の社会の動向と精神保健医療福祉の変遷について説明で
きる(知識・理解)

精神科看護の対象となる人々について説明できる(知識・理解)

精神看護の目的および社会的役割と課題について考察できる
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

精神を題材にしたDVDを視聴したり、精神保健医療福祉に係る
社会的な問題を調べたりする予習・復習の時間を4時間として
考えている。そして、精神障がいを有する人と精神看護のあり
方について自分の考えを課題レポートとして提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
定期試験において、精神保健医療福祉の歴史的変遷および法
律、精神看護の基盤となる理論及び精神看護に関する知識を正
確に身につけているか、精神看護の果たす役割を自分の言葉で
考え、記述できているかを基準として評価する。
課題では精神障がいとは何か、精神看護の基本的な考え方を自
分の言葉で述べられているかを評価する。
②評価方法
定期試験、課題（レポート等）を総合的に判断する。
③評価の割合
定期試験80％、課題20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

精神看護学概論　精神保健（精神看護学1）メヂカルフレ
ンド社　最新版　2300円
ISBN　978-4-8392-3305-1

◎－－－　参考書　－－－◎

明解看護学双書3　精神看護学第３版　金芳堂　ISBN
978-4-7653-1573-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分の感じたこと、考えを述べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.精神とは何か
2.精神保健医療福祉の歴史的変遷
3.精神保健医療福祉に関する法律と看護
4.精神看護の基盤となる理論
5.精神看護における対象の理解
6.社会における精神医療福祉と看護の役割
7.精神科以外の精神看護
8.精神看護の果たす役割



2019-802000D091-01精神看護学概論「後期　火－２」

中島　充代

◎看護:A-1,A-2

1.人間を身体的・心理的・社会的な側面からとらえる理論を活用して説明でき
る　(A-1)

2.国内外の社会の動向と精神保健医療福祉の変遷について説明できる　(A-2)

3.精神科看護の対象となる人々について説明できる　(A-1)

4.精神看護の目的および社会的役割と課題について考察できる　(A-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D311-01精神看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

中島　充代、黒髪　恵　　池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

精神および心の健康問題を有する人を理解し看護を実践する。
入院している人を受け持ち、看護過程を展開し、日常生活の自
律に向けて個別性のある看護を展開する基本的な知識と実践能
力を身につける。学生は対象者と関わるなかでプロセスレコー
ドを用いて、看護者の治療的な自己活用のあり方についても理
解を深め、治療的コミュニケーションを実践し、リフレクショ
ンする。また、地域における精神保健医療福祉の理解を深める
ため、デイケア実習、多職種カンファレンスにも参加する。各
施設の臨地実習指導者とともに精神科看護の臨床経験をもつ教
員が実習指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

受け持った対象者を心理的・社会的・身体的・スピリチュアル
な側面から総合的にとらえ、説明できる(知識・理解)

精神機能をアセスメントする知識と方法について説明できる
(知識・理解)

受け持った対象者について臨床判断に基づいた看護過程を展開
できる(技能)

コミュニケーション能力をもち、治療的なコミュニケーション
が実践できる(技能)

看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的
な判断と行動する態度が身についている(態度・志向性)

実習を通して自己を振り返り、学習を深める姿勢が身について
いる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前課題を学習して実習に臨む。
日々の実施記録、看護過程記録一式、プロセスレコードの記
録、社会復帰施設での実習記録、精神看護学実習での学びをレ
ポートとして提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
日々の実習記録、プロセスレコードを含めた看護過程等の記録
において、対象者の精神機能をアセスメントし、臨床判断に基
づき個別性のある看護を考え、実際に提供できていたかどうか
を基準として評価する。
患者および臨地実習指導者との関わりを通して、看護過程の実
践、治療的コミュニケーション、実習への取組・態度が適切で
あったかどうかを基準として評価する。
②評価方法
実習評価表をもとに、実習記録、看護過程の実践、実習への取
組・態度を総合的に判断する。
③評価の割合
実習記録40％、看護過程の実践40％、実習への取組・態度20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業で使用した教科書、配布した資料
精神看護学実習ワークブック

◎－－－　参考書　－－－◎

精神看護学実習要項に記載する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習オリエンテーション時に説明するが、個人情報の取り
扱いには注意する。
実習施設への交通費は自己負担となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.実習期間：2週間
2.実習場所：福岡大学病院等
3.スケジュール：
　1週目　病棟オリエンテーション、受持ち患者決定、看
護過程の実践、治療的コミュニケーションの実践、作業療
法への参加
　2週目　看護過程の実践、治療的コミュニケーションの
実践、作業療法への参加、
デイケアでの実習、総合反省会



2019-802000D311-01精神看護学実習

中島　充代、黒髪　恵　　池田　智

◎看護:A-1,A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.受け持った対象者を心理的・社会的・身体的・スピリチュアルな側面から総
合的にとらえ、説明できる　(A-1)

2.精神機能をアセスメントする知識と方法について説明できる　(A-3)

3.受け持った対象者について臨床判断に基づいた看護過程を展開できる　(B-2)

4.コミュニケーション能力をもち、治療的なコミュニケーションが実践できる
　(B-1)

5.看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的な判断と行動
する態度が身についている　(C-1)

6.実習を通して自己を振り返り、学習を深める姿勢が身についている　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D121-01成人看護学概論「後期　火－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/27　１時限　　

宮林　郁子、浦　綾子　岩永　和代　牧　香里

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、ライフサイクルにおける成人期の「人」と
「生活」を多面的・総合的に理解し、成人期における健康課題
と看護のエッセンスを学ぶことをおもなねらいとする。
　学習内容は、２年次以降に学ぶ成人看護学のベースになる知
識である。また成人を対象にする看護学実習においてもアセス
メントや看護方針を考える際の基本となるものでもある。授業
には上記の到達目標を確実にクリアできるように、授業計画を
参考に予習・復習し、自ずから取り組む態度を養う。
　また、成人期はライフサイクルの中で最も長い時期を占め、
青年、壮年、中高年と幅広く大勢の対象者がいる。自分自身や
親世代など周囲の成人期にある人々の発達、健康、生き方・生
活に関心を向けつつ、関連科目での学びと統合しながら学びを
深めてくれることを期待する。
　授業は主に講義形式で行うが、トピックスによってはグルー
プ討論をして、プレゼンテーションを行う。

担当教員は臨床実務経験が豊富な看護教員が其々の専門領域で
実践してきたことを通して授業を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ライフサイクルの成人期における人と生活を多面的、総合的に
理解する(知識・理解)

国内外の医療福祉の動向を踏まえ、成人期における多様な健康
課題を理解し、看護の役割を説明できる(知識・理解)

すべての看護介入は　Evidence based Practice であることを理解
し、看護専門職としての知識を持つ(知識・理解)

幅広い対象者である成人期に対応するために、多様な価値観を
理解し、それを理解する必要な知識がある(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキスト等を使用し、毎授業の事前・事後学習を行うこと。
・授業の進行に伴い課題を行うが、詳細は随時説明する。
・各講義の予習復習は1時間程度の準備をしておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成人期の特徴と健康課題を理解し、正確に説明と記述ができ
ることを評価基準とする。
・成人期におこる健康障害の経過に応じた看護を計画でき、看
護師の役割を明確に理解して説明し、記述することができるこ
とを評価基準とする。
　以上のことを踏まえて、定期試験(筆記)７０％、課題発表・
レポートの提出３０％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

宮脇美保子、臨床看護総論　メヂカルフレンド　
ISBN978-4-83923132-3/平成26年/3200円+税
成人看護学概論・成人保健　メヂカルフレンド　
ISBN978-483923276-4/平成26年/2500円＋税　 NANDA-1　
看護診断　医学書院　最新版/2015/3000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

国民衛生の動向（最新版）　
成人看護学概論　ISBN 9784840441261

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は順序が入れ替わることがあるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：コースアウトライン
　　成人期にある対象者の理解（１）(宮林)
　　・ライフサイクルにおける成人期
　　・成人期の発達の特徴
２．成人期にある対象者の理解（２）(宮林)
　　・成人と生活を理解する視点と方法
　　・健康観の多様性
　　・成人への看護に有用な概念
　　・セルフケア、ストレス、危機、適応、
　　　自己効力、ヘルスプロモーションほか
３．成人期の健康課題（１)（牧）
　　・成人人口の動向
　　・成人の死亡率と主要死因、疾病構造と
　　　受療動向
　　・成人各期における健康上の問題
４．成人期の健康課題（２）(宮林)
　　・生活習慣に関連する健康障害
　　・生活ストレスに間連する健康障害
　　・職業に関連する健康障害
５. 健康障害の経過からみた看護（１）(岩永)
　　・急性期,回復期を経験している患者の
　　　看護
６．健康障害の経過からみた看護（２）(浦)
　　・慢性期、ターミナル期、リハビリ
　　　テーション期
７．成人期にある人への看護アプローチの基
　　本（１）(宮林)
　　・看護診断の歴史
８．成人期にある人への看護アプローチの基
　　本（２）(宮林)
　　・ケアすることの意味
　　・看護の役割



2019-802000D121-01成人看護学概論「後期　火－２」

宮林　郁子、浦　綾子　岩永　和代　牧　香里

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4

1.ライフサイクルの成人期における人と生活を多面的、総合的に理解する　
(A-1)

2.国内外の医療福祉の動向を踏まえ、成人期における多様な健康課題を理解
し、看護の役割を説明できる　(A-2)

3.すべての看護介入は　Evidence based Practice であることを理解し、看護専門
職としての知識を持つ　(A-3)

4.幅広い対象者である成人期に対応するために、多様な価値観を理解し、それ
を理解する必要な知識がある　(A-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D331-01成人看護学実習Ⅰ

 期別：集中後期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

岩永　和代、宮林郁子・浦綾子・緒方久美子・牧香織・石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

臨地での実習およびシミュレーション学習、看護過程個別指導、カンファレンスを含む。実習
では、臨床での看護実践経験豊富な教員が、実習指導者と協力して「知識」「技術」「態度」
の指導に関わる。
＜周手術期看護のシミュレーション学習・技術演習＞
・周手術期看護を実践するための診療の援助技術および日常生活の援助技術について、実習グ
ループごとに課題に沿ったシミュレーション学習を行う。
・シミュレーション後は、学生と指導教員でデブリーフィングを行う。
・シミュレーション学習後に自己の課題を明確にし、グループで技術演習を行う。
＜救命救急センター＞
・救急患者の受け入れから入院までの実際を学ぶ。
・集中治療を受ける患者の看護を学ぶ。
・カンファレンスで学びを発表する。
＜手術部実習＞
・手術を受ける患者の入室から退室までを通して、手術室看護の実際を学ぶ。
・カンファレンスで学びを発表する。
＜外科系病棟＞
・手術療法を受ける成人期の患者（老年期患者の場合がある）を受け持ち、看護を展開する。
・手術を受けることによる身体的、心理的、社会的侵襲を統合的に理解し、侵襲を最小限にし
て回復する過程を援助する。また、手術に伴う身体変化や日常生活行動の変化に対して適応を
促進する援助を行う。これらの過程を、成人期の特性を考慮して全人的に援助する。
・看護過程について指導を受け、看護計画発表・追加・修正・評価を行う。
・週2回程度テーマカンファレンスを開催する。　　
・実習最終日は、実習のまとめとして、個別指導を受ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．救命救急センターに入院して治療を受ける患者の援助を行う。(技能)

 1) 救急看護の特徴を理解する。  (知識・理解)

 2) 集中治療が必要な患者の特徴を理解する。(知識・理解)

 3) 集中治療の場で行われる看護を理解する。(知識・理解)

２．手術療法を受ける患者の手術室入室から退室までの援助を行う(技能)

 1) 手術部の環境の特徴を理解する。(知識・理解)

 2) 手術患者の入室から退室までに行われる手術室看護の概要を理解する。(知識・理解)

３．手術を受ける患者と援助的な人間関係を成立させる。(技能)

４．周手術期における倫理的な問題を理解する。(態度・志向性)

５．周手術期のプロセスに応じて、看護を展開する。(知識・理解)

 1) 周手術期における身体的・心理的・社会的変化を観察する。(知識・理解)

 2) 手術を受ける患者・家族の心理を理解する。(態度・志向性)

 3) 手術や麻酔の侵襲による生体の反応を理解し、生命徴候の観察を行う。(技能)

 4) 術後合併症を予防し、回復を促す援助を行う。(技能)

 5) 心身の苦痛を理解し、緩和するための援助を行う。(技能)

 6) 回復状況に応じて、日常生活を拡大するための援助を行う。(技能)

 7) 発達課題より患者が家族や社会で果たす役割を理解し、社会復帰にむけての援助を行う。
(技能)

 8) 看護過程を記録する。(知識・理解)

６．医療チームにおける看護の役割を理解し、チームメンバーとしてふさわしい行動をとる。
(技能)

７．カンファレンスに積極的に参加し、実習における各自の学びを共有する。(態度・志向性)

８．実践した看護を振り返り、意味づけし、自己の今後の課題を見出す。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に、周手術期および実習病棟の患者の健康障害に応じた学習課題を課す。解剖生理、病
態、看護について学習し、A4用紙に項目ごとにまとめ、ファイリングしておく。学習はテキス
ト、参考書、関連文献を使用して行い、Web記事のコピー＆ペーストはしない。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・出席回数が実施授業回数の4分の3に満たない場合、原則として成績評価を受けることができ
ない。
・救命救急センター実習および手術部実習では、実践を通して救急看護・手術室看護について
の知識を整理し記録できているかを評価する。
・病棟実習では、受け持ち患者を通して周手術期看護を実践し、実施した看護について文献等
で学習し考察できているかを評価する。
・救命救急センター実習および手術部実習はそれぞれ7%、病棟実習は61%、実習全般について
はカンファレンスへの参加状況10%、実習への取り組み・態度15%を目安として総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

急性期の成人看護、慢性期の成人看護で使用したテキス
ト、講義資料を活用する。
NAND-I　看護診断　定義と分類　2015-2017　医学書院　
2018年　ISBN978-4-260-03443-2
3,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

急性期看護実習ガイド　ISBN 978-4-278-12100-9
周術期の臨床判断を磨く―手術侵襲と生体反応から導く看
護－　ISBN 978-4-260-00570-8
実習病棟、受け持ち患者の状況に応じて参考書や文献を紹
介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．「成人看護学実習要項」を常に携帯する。
２．臨床の場にふさわしい身だしなみ・態度・行動をと
る。
３．受け持ち患者の状態を把握し、ケアを実践するための
学習を毎日行う。看護学生として自覚を持ち受け持ち患者
への責任を果たす。
４．自己の生活や心身の健康管理を十分に行い実習に臨
む。
５．提出物は実習要項で指示された体裁を整え、期限厳守
で提出する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間：3週間
２．実習場所：福岡大学病院
３．学生配置：別途配布
４．実習のすすめかた　　　　　
　＜第1週＞
　　・周手術期看護のシミュレーション学習
　　・周手術期の基本的看護技術演習
　　・救命救急センター実習
　　・手術部実習
　　・救命救急センター実習および手術部実習合　　　同
カンファレンス
　　・病棟実習：病棟オリエンテーション・受け
　　　持ち患者の情報収集
　＜第2・3週＞
　　・病棟実習
　　＊受け持ち患者の手術日は、手術室実習



2019-802000D331-01成人看護学実習Ⅰ

岩永　和代、宮林郁子・浦綾子・緒方久美子・牧香織・石橋曜子

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.１．救命救急センターに入院して治療を受ける患者の援助を行う。　(B-2)

2. 1) 救急看護の特徴を理解する。  　(A-2)

3. 2) 集中治療が必要な患者の特徴を理解する。　(A-3)

4. 3) 集中治療の場で行われる看護を理解する。　(A-3)

5.２．手術療法を受ける患者の手術室入室から退室までの援助を行う　(B-2)

6. 1) 手術部の環境の特徴を理解する。　(A-3)

7. 2) 手術患者の入室から退室までに行われる手術室看護の概要を理解する。　
(A-3)

8.３．手術を受ける患者と援助的な人間関係を成立させる。　(B-1)

9.４．周手術期における倫理的な問題を理解する。　(C-1)

10.５．周手術期のプロセスに応じて、看護を展開する。　(A-1)

11. 1) 周手術期における身体的・心理的・社会的変化を観察する。　(A-2)

12. 2) 手術を受ける患者・家族の心理を理解する。　(C-1)

13. 3) 手術や麻酔の侵襲による生体の反応を理解し、生命徴候の観察を行う。
　(B-2)

14. 4) 術後合併症を予防し、回復を促す援助を行う。　(B-2)

15. 5) 心身の苦痛を理解し、緩和するための援助を行う。　(B-2)

16. 6) 回復状況に応じて、日常生活を拡大するための援助を行う。　(B-2)

17. 7) 発達課題より患者が家族や社会で果たす役割を理解し、社会復帰にむけ
ての援助を行う。　(B-2)

18. 8) 看護過程を記録する。　(A-3)

19.６．医療チームにおける看護の役割を理解し、チームメンバーとしてふさわ
しい行動をとる。　(B-3)

20.７．カンファレンスに積極的に参加し、実習における各自の学びを共有す
る。　(C-2)

21.８．実践した看護を振り返り、意味づけし、自己の今後の課題を見出す。　
(B-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D421-01成人看護学実習Ⅱ

 期別：集中前期　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

牧　香里、宮林郁子・岩永和代・浦綾子・緒方久美子・石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

成人・老年期にある慢性的な疾患を持つ患者とその家族が、病ととも
に生きていく姿を捉え、様々な療養の場において自身の生活を調整・
再構築するための個別性のある看護を実践する。
1.慢性期の患者の援助に必要な知識と技術をシミュレーション学習を
通して　学ぶ。
2.外来通院中の患者とその家族の受診に同行し、健康問題を持つ患者
とその家族の生活についてインタビューの実施および治療場面の見学
を行う。
3.慢性期で長期コントロールを必要とする患者/リハビリテーションを
必要と　する患者/緩和ケアを必要とする患者を受け持ち、対象に応
じた看護過程を　展開する。
4.実習カンファレンスを行い、受け持ち患者の看護過程の検討や看護
実践上　の問題について話し合い、よりよい看護を考える機会とす
る。

　実習では、臨床での看護実践の経験豊富な教員が、実習指導者と協
力して「知識」「技術」「態度」面の指導に関わる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康問題をもつ患者ととその家族の生活を理解し、外来における支援
と看護の継続性が説明できる。(知識・理解)

患者およびその家族と援助的な人間関係が成立できる。(技能)

慢性期における倫理的な問題を理解し患者の権利を尊重する。(態
度・志向性)

患者を身体的・心理的・社会的側面から全人的に理解できる。(知
識・理解)

慢性的な疾患をもつ患者の病態・検査・治療過程を説明できる。(知
識・理解)

慢性期の様々な健康状態にある患者とその家族の健康問題を明らかに
し、長期コントロールを必要とする患者/リハビリテーションを必要
とする患者/緩和ケアを必要とする患者の看護を展開することができ
る。(技能)

医療チームにおける看護の役割を理解し、チームメンバーとしてふさ
わしい行動をとる。(技能)

カンファレンスに積極的に参加し、実習における各自の学びを共有す
る。(態度・志向性)

実践した看護を振り返り、意味づけし、自己の今後の課題を見出す。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習オリエンテーション時に実習全体に関する学習課題を提示する。
事前学習したものは項目ごとにファイリングしておく。実習期間中
は、学生の実習内容や学習状況に応じて、病棟実習終了後に担当教員
による個別指導を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を成人看護学実習Ⅱの評価表に沿って評価し、60点
以上の評価を得た者を合格とする。ただし、出席回数が実習時間の4
分の3に満たない場合、原則として成績評価を受けることができな
い。
受け持ち患者への看護の展開・実習記録70％、カンファレンスへの参
加状況、実習への取り組み・態度15％、看護の振り返り（課題レポー
ト）15％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

慢性期の成人看護、終末期の成人看護で使用した以下のテ
キストを使用する。
鈴木志津江/藤田佐和編集　慢性期看護論第２版
NOUVELLE HIROKAWA 2010年　2600円
ISBN9784861740237
緩和・ターミナルケア看護論　第２版　2012年2200円　
NOUVELLE HIOKAWA　ISBN 978-4861740442
T.ヘザー・ハードマン、上鶴重美　原著編集　NANDA-Ⅰ
看護診断　定義と分類　2015-2017 医学書院 2015年 3000円
　ISBN 978-4-260-02088-6

◎－－－　参考書　－－－◎

慢性疾患患者の看護　ISBN 978456758532
リハビリテーション看護論　ISBN 978486174-014

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.実習開始までに履修した専門科目の講義内容について復
習しておく。
2.臨床の場にふさわしい身だしなみ・態度・行動をとる。
3.受け持ち患者の状態に応じて日々学習を行う。看護学生
として自覚を持ち患者への責任を果たす。
4.患者教育の実施では、必ず教員と実習指導者のチェック
を受ける。パンフレットを作成する際は早目に準備し、患
者に渡す際には師長の許可を得る。
5.生活や心身の健康管理を十分に行い、実習に臨む。
6.提出物は実習要項で指示された体裁を整え、期限厳守で
提出する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.実習期間：3週間
2.実習場所：
　　福岡大学病院
　　福大筑紫病院
3.実習のすすめ方（詳細は実習要項参照）
実習第1週：
・実習オリエンテーション
・シミュレーション学習
・外来実習（2日間）
・病棟オリエンテーション、実習に関する看護技術演習
実習第2・3週：病棟実習
・慢性期の患者を受け持ち、看護過程の展開を行う
・週2回程度カンファレンスを開催する
・最終日は実習のまとめを行う



2019-802000D421-01成人看護学実習Ⅱ

牧　香里、宮林郁子・岩永和代・浦綾子・緒方久美子・石橋曜子

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.健康問題をもつ患者ととその家族の生活を理解し、外来における支援と看護
の継続性が説明できる。　(A-2)

2.患者およびその家族と援助的な人間関係が成立できる。　(B-1)

3.慢性期における倫理的な問題を理解し患者の権利を尊重する。　(C-1)

4.患者を身体的・心理的・社会的側面から全人的に理解できる。　(A-1)

5.慢性的な疾患をもつ患者の病態・検査・治療過程を説明できる。　(A-3)

6.慢性期の様々な健康状態にある患者とその家族の健康問題を明らかにし、長
期コントロールを必要とする患者/リハビリテーションを必要とする患者/緩和
ケアを必要とする患者の看護を展開することができる。　(B-2)

7.医療チームにおける看護の役割を理解し、チームメンバーとしてふさわしい
行動をとる。　(B-3)

8.カンファレンスに積極的に参加し、実習における各自の学びを共有する。　
(C-2)

9.実践した看護を振り返り、意味づけし、自己の今後の課題を見出す。　(B-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000E060-01先端医療と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

緒方　久美子、兼岡　秀俊

◎－－－　概要　－－－◎

　わが国の先進医療の概要を理解し、iPS細胞や遺伝子治療と
いった先端医療の現状を学ぶ。また先端医療を受けることによ
る患者・家族に関する倫理的課題と看護の方法を学ぶ。臓器移
植を受ける患者や集中治療を受ける終末期患者とその家族への
看護のあり方を学ぶとともに、他職種との連携についても学習
する。授業は先端医療の現場での経験が豊富な教員が担当し、
方法は講義・ディスカッションにて進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.わが国における先端医療の概要を説明できる。(知識・理解)

2.iPS細胞による先端医療について、自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

3.遺伝子導入修復改変について、自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

4.先端医療における倫理課題と支援の必要性を理解できる。(知
識・理解)

5.臓器移植を受ける患者・家族の特徴を理解し、QOL向上を目
指した看護の方法を理解できる。(知識・理解)

6.集中治療を受ける終末期患者家族の特徴を理解し、看護のあ
り方を説明できる。(知識・理解)

7.先端医療に関わる多職種との連携方法を理解できる。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　既習科目であるからだの構造と機能、疾病の成り立ちと回復
の促進、薬のはたらき、からだの防御のしくみ、急性期の成人
看護、慢性期の成人看護、終末期の成人看護に関する知識を前
提として授業を進める。日々主体的に先端医療に関する情報を
集め、自分なりの考えをもって授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　わが国の先端医療の特徴、iPS細胞による先端医療、遺伝子
導入修復改変、先端医療の孕む倫理問題および臓器移植を受け
る患者・家族の特徴と看護に関する知識を問う定期試験を
80％、先端医療を受ける患者・家族に関する自分の考えを述べ
るレポート課題を20％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。講義資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

いのちを伝える臓器移植看護　ISBN 978-4-8404-1797-6
適宜講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中の私語や不要な教室への出入りは他の学生の迷惑
になるのでしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.わが国の先端医療の概要（緒方）
2.iPS細胞による先端医療（病因の解明、病態の再現、移植
治療、創薬）（兼岡）
3.遺伝子導入、遺伝子修復、遺伝子改変（兼岡）
4.先端医療の孕む倫理問題（兼岡）
5-6.臓器移植と看護（緒方）
7.移植コーディネーターの役割と実践（緒方）
8.集中治療を受ける終末期患者家族への看護の実際（緒
方）



2019-802000E060-01先端医療と看護

緒方　久美子、兼岡　秀俊

◎看護:A-1,A-3

1.1.わが国における先端医療の概要を説明できる。　(A-3)

2.2.iPS細胞による先端医療について、自分の言葉で説明できる。　(A-3)

3.3.遺伝子導入修復改変について、自分の言葉で説明できる。　(A-3)

4.4.先端医療における倫理課題と支援の必要性を理解できる。　(A-1)

5.5.臓器移植を受ける患者・家族の特徴を理解し、QOL向上を目指した看護の
方法を理解できる。　(A-1)

6.6.集中治療を受ける終末期患者家族の特徴を理解し、看護のあり方を説明で
きる。　(A-3)

7.7.先端医療に関わる多職種との連携方法を理解できる。　(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D452-01総合実習

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

宮城　由美子、他

◎－－－　概要　－－－◎

　各領域の隣地実習で獲得してきた看護実践能力をさらに高め拡大
することを目的に、主体的・創造的な実習を行う。それにより既習
の知識と技術の統合を図るとともに看護の役割と専門性、事故の看
護観に対する考察を深め、看護を統合的・探求的に学ぶ。助教以上
の教員が、各領域における専門職(看護師・助産師・保健師・養護
教諭）の臨床経験を活かし臨地実習指導を行う。
１、１つの実習領域を選択し実習する。
２、総合実習の目的・目標にそって、主体的に自己の取り組む課題
と学習計画　　を設定し、実習領域の担当教員と相談しながらすす
める。
３、各実習領域の目的・目標・実習場所・実習展開については、実
習要項を参　　照の上、オリエンテーションに必ず出席し理解を深
める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

総合実習で対象とする人を全人的に捉え、対象の特殊性・個別性を
説明できる。(知識・理解)

課題を解決する実習を行った結果を考察し、求められる看護の役割
を説明できる。(知識・理解)

課題に関連する看護の専門知識に関する内容を包含して実習計画を
立案できる。(知識・理解)

実習でかかわる人々とコミュニケーションをとり、良好な人間関係
を形成し看護実践できる。(技能)

隣地実習の場や状況に対応して計画した援助の修正をして看護実践
ができる。(技能)

実習領域でのチームの一員として協働する場において自身の役割を
自覚した行動ができる。(技能)

課題に関連する内容について学習し実習計画作成に主体的に取り組
むことができる。(技能)

看護専門職者として生命や人間の尊厳や擁護する姿勢を看護実践時
に態度として示す。(態度・志向性)

実習計画や実習の成果をまとめるにあたり、看護の諸理論や文献を
活用し主体的・継続的に学習する姿勢が身についている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・学習計画に基づいて、実習前の学習ならびに看護技術練習を担当
教員と相談　しながらすすめ、十分な準備をして実習に臨む。
・自己の実習課題を明確にして実習計画を立案し、実習の場との事
前調整を行　うための準備を行う。
・実習中、および終了後は十分なリフレクションを行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１、実習内容および課題レポートにより総合的に評価する。
２、評価基準
　１）実習内容では、①本実習で取り組む自己の課題を探求し、明
確に述べる　　　ことができるか、②実習方法を計画立案し、その
計画に沿って看護実践　　　を行うことができるかを評価基準とす
る。
　２）課題レポートでは、事前学習や実習での体験をもとに理論及
び文献を活　　　用して実習の成果をまとめ、自己の看護に対する
見方・考え方を深める　　　ことができるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

総合実習要項

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１、必ず実習オリエンテーションに出席し、主体　　的に
学習を行い、指定日までに教員と相談し　　て学習計画及
び実習計画を提出すること。
２、実習中は掻く実習施設の指導者、担当教員と　　相談
しながら実習をすすめること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、４月初旬　オリエンテーション

２、４月以降～６月
　　自己の課題と学習計画の設定・提出
　　実習領域の担当教員との連絡・相談、事前準　　備

３、７月　実習（２週間）
　　実習は４月に決定する各実習領域で実践

４、実習終了後、課題レポート提出

※「総合実習」における担当教員は、以下のとおりです。

木村裕美・久木原博子・塚原ひとみ・中島恵美子・原田春
美・宮林郁子・岩永和代・浦綾子・緒方久美子・小栁康
子・佐久間良子・中島充代・長谷川珠代・馬場みちえ・宗
政みゆき・吉川千鶴子・有田久美・黒髪恵・坂梨佐織・牧
　香里・松本祐佳里・池田智・石橋曜子・上野珠美・大村
由紀美・古賀　綾・古賀佳代子・藤原悠香



2019-802000D452-01総合実習

宮城　由美子、他

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.総合実習で対象とする人を全人的に捉え、対象の特殊性・個別性を説明でき
る。　(A-1)

2.課題を解決する実習を行った結果を考察し、求められる看護の役割を説明で
きる。　(A-2)

3.課題に関連する看護の専門知識に関する内容を包含して実習計画を立案でき
る。　(A-3)

4.実習でかかわる人々とコミュニケーションをとり、良好な人間関係を形成し
看護実践できる。　(B-1)

5.隣地実習の場や状況に対応して計画した援助の修正をして看護実践ができ
る。　(B-2)

6.実習領域でのチームの一員として協働する場において自身の役割を自覚した
行動ができる。　(B-3)

7.課題に関連する内容について学習し実習計画作成に主体的に取り組むことが
できる。　(B-4)

8.看護専門職者として生命や人間の尊厳や擁護する姿勢を看護実践時に態度と
して示す。　(C-1)

9.実習計画や実習の成果をまとめるにあたり、看護の諸理論や文献を活用し主
体的・継続的に学習する姿勢が身についている。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000E080-01チーム医療

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限　　

久木原　博子、原田 春美、木村 裕美

◎－－－　概要　－－－◎

　チーム医療とは「医療に従事する多種多様な専門職が、それ
ぞれの高い専門性を前提に、目的・到達目標・手段に関する情
報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患
者の状況に的確に的確に対応した医療を提供すること」と定義
されている。本科目では大学病院で行われているチーム医療活
動の実際とチームにおける看護師の役割についてゲストスピー
カーの話を通じて理解し、これからの医療に求められるチーム
医療について考える力を養う。大学病院での勤務経験を活か
し、実際に携わった事例を参考に必要な知識や心構えについて
も講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

チーム医療の成り立ちと役割を説明できる。(知識・理解)

チーム医療における看護師の役割を説明できる。(知識・理解)

チーム医療におけるチーム構成員の役割を説明できる。(知
識・理解)

チーム医療の実際の活動を説明できる。(知識・理解)

チーム医療の課題について説明できる。(知識・理解)

保健医療福祉の場において、チームの人々と協働・連携して
コーディネートする力を養う。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テレビや新聞などのマスメディアに、チーム医療がどのよう
に取り上げられているかにも関心をもち、学友とディスカッ
ションする機会をもつこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学期末の筆記試験80点、グループワークでの討議と発表内容
を20点として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

水本清久、岡本牧人、石井邦雄、土本寛二/編著、実践
チーム医療論　実際と教育プログラム、医歯薬出版、2019
年、本体3,000円、ISBN978-4-263-23557-7

◎－－－　参考書　－－－◎

恒藤暁、内布敦子/編集、系統看護学講座別巻　緩和ケ
ア、医学書院、2014年、本体2,200円　ISBN
978-4-260-01818-0
篠田道子、多職種連携を高めるチームマネジメントの知識
とスキル、医学書院、2013年、本体2,400円　ISBN
978-4-260-01347-5
細田満和子、「チーム医療」の理念と現実、日本看護協会
出版会、2003年、本体2,000円　ISBN 978-4-8180-1020-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.チーム医療とは（久木原）
2.在宅におけるチーム医療（木村）
3.地域におけるチーム医療（原田）
4.緩和ケアとチーム医療（久木原）
5.チーム医療の実際（GS、久木原）
6.チーム医療の実際（GS、久木原）
7.グループワーク（久木原、原田、木村）
8.グループワーク発表、まとめ（久木原、
　　原田、木村）



2019-802000E080-01チーム医療

久木原　博子、原田 春美、木村 裕美

◎看護:A-2,B-3

1.チーム医療の成り立ちと役割を説明できる。　(A-2)

2.チーム医療における看護師の役割を説明できる。　(A-2)

3.チーム医療におけるチーム構成員の役割を説明できる。　(A-2)

4.チーム医療の実際の活動を説明できる。　(A-2)

5.チーム医療の課題について説明できる。　(A-2)

6.保健医療福祉の場において、チームの人々と協働・連携してコーディネート
する力を養う。　(B-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A080-01人間関係論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

黒髪　恵、中島　充代、池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

　保健医療福祉における援助は、看護を含めた専門職者と援助
を必要とする人たちとの人間関係によって成り立つ。したがっ
て、コミュニケーションの知識とスキルを身につけることは重
要である。そこで、以下のテーマを取り上げ、学習を進めてい
く。
　臨床心理センター相談員として実践した経験を活かし、人間
関係とは何か、コミュニケーションとは何かについて解説しま
す。

1.人と人との関わり、コミュニケーションとは何か。
2.人間関係を効果的に発展させるもの、阻害するものは何か。
3.専門職者に求められる人間関係にはどのようなものがあるの
か。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を心理的・社会的側面から捉えるための理論と方法を説明
できる(知識・理解)

専門職者に求められる人間関係構築のための知識をもつ(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．事前にシラバスで講義内容を確認し、テキストを精読して
受講すること。
2．講義終了後はワークブックを用いて整理し、復習をしてお
くこと。
3．ロールプレイを用いた演習後は、自分自身のコミュニケー
ションについて気づいたことを整理し、認識しながら受講する
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では人間を心理的・社会的側面から捉えるための理論
と方法、人間関係構築に関する基本的な知識を正確に記述でき
ているかを基準として評価する。
課題では、取り組む態度、ワークブックの評価および人間関係
に係る演習において自分自身の気づきや課題を考察し、自分の
言葉で記述できているかを基準として評価する。
定期試験60％、課題40％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

看護学生のための心理学　第2版　医学書院　2200円
ISBN　978-4260021876

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の進行上、内容が前後することがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.人間関係とは（黒髪）
2.コミュニケーションとは何か1（黒髪・中島・池田）3.コ
ミュニケーションとは何か2（黒髪・中島・池田）4.感
覚・知覚と記憶の心理（中島）
5.感情・動機の心理（池田）
6.性格・知能の心理（池田）
7.発達の心理（池田）
8.社会・集団の心理とグループアプローチ（黒髪）
9.行動する人間の理解（中島）
10.心理アセスメント（中島）
11.心理療法と看護（池田）
12.健康の心理と人間理解（黒髪）
13.人間関係力向上のための実践（黒髪・中島・池田）
14.家族療法（中島）
15.看護理論と人間関係（黒髪）



2019-802000A080-01人間関係論

黒髪　恵、中島　充代、池田　智

◎看護:A-1

1.人間を心理的・社会的側面から捉えるための理論と方法を説明できる　(A-1)

2.専門職者に求められる人間関係構築のための知識をもつ　(A-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D262-01病気をもつ高齢者の看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限～２時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

有田　久美、久木原　博子、上野　珠未

◎－－－　概要　－－－◎

「老年看護学概論」、「老化と看護」で学んだことを活用し、病気や障害
をもつ高齢者の特徴や個別性をふまえた看護が展開できる基礎的能力を身
につけることをねらいとする。高齢者に多い身体疾患をおさえ、治療を必
要とする高齢者の看護について学ぶ。特に認知機能障害のある高齢者の増
加は、現在社会問題化しており、療養の場、生活の場においても看護が重
要となることから、臨床で従事してきた実務経験を生かし、具体的なコ
ミュニケーションやケアについて、実際に関わった事例を参考にし実践に
ついて学ぶ。看護過程については、高齢者の持てる力を最大限に発揮でき
るように、生活行動モデルによる看護過程を展開し、個別性のある看護計
画を立案する。
　授業は、講義、個人ワーク、グループワーク、演習を組み合わせた講義
を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高齢者に特有な疾患・障害に応じた看護が説明できる。(知識・理解)

高齢者の健康状態や受療状況に応じた検査、治療（薬物療法、化学療法、
放射線療法、手術療法）とその看護について説明できる。(知識・理解)

認知機能の低下した高齢者の理解を深め、必要なケア、コミュニケーショ
ンなど看護実践の基礎を習得する。(技能)

加齢による身体機能の低下した高齢者の生活機能を整える看護実践の基礎
を習得する。(技能)

地域医療支援病院の高齢者看護の実際を通して、継続看護について理解で
きる。(知識・理解)

高齢者の余暇活動の必要性を理解し、レクリエーション計画を記述でき
る。(技能)

高齢者のエンドオブライフケアのあり方についてQOLの観点から理解でき
る。(知識・理解)

ケアの対象としての高齢者がどのような生活を望んでいるか、「目標志向
型思考」で考えることができる。(知識・理解)

治療が必要な高齢者へ「生活行動モデル」を基盤とした考え方で看護過程
を展開できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義の到達目標に沿って適宜課題を提示する。課題の内容を読み取り、
時間外の時間を使用して課題に取り組み、指示された時間に提出する。
また、次回の授業範囲の教科書を事前に読み、専門用語の意味を予習し、
授業で配布した資料や教科書を使用して復習をする。各講義前後に予習復
習の時間を1時間以上とることが望ましい。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
・講義中に提示される課題への取り組み。
・健康レベルに応じた安全で安楽な看護援助を理解し、実践できたか。ま
た、実践結果について振り返りはできたか。
・認知機能の低下した高齢者を理解し、その看護援助について理解し、コ
ミュニケーションやケアの実践ができたか。また、実践結果について振り
返りはできたか。
・病気や障害をもつ高齢者の全体像を捉え、目標志向型思考で個別的な看
護計画の立案ができたか。
・グループワークでは、参加度と貢献度を中心に評価する。

評価方法、割合：
・筆記試験60％、課題・提出物40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川公子、他：「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学」，
医学書院，2018，￥2,916，ISBN：978-4-260-03186-8
鳥羽研二他：「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護学」，医学書
院，2017，￥2,484，ISBN：978-4-260-03172-1
山田律子編：生活機能からみた老年看護過程，医学書院，
2018，¥3,888，ISBN:978-4-260-02836-3

◎－－－　参考書　－－－◎

根拠と事故防止からみた老年看護技術　ISBN
978-4260-01139-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

配布資料は老年実習でも使用するため、ファイリングするこ
と。
グループワークの評価や講義中のミニテスト、課題も多いた
め、欠席、遅刻は評点に影響するので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-2．身体疾患のある高齢者の看護（久木原・有田・上野）
3．認知機能障害のある高齢者の看護　病態・診断・治療(有
田・久木原・上野）
4．認知機能障害のある高齢者の看護　看護の原則(有田・久
木原・上野）
5-6．認知機能障害のある高齢者の看護　認知症の理解・グ
ループワーク(有田・久木原・上野）
7．認知機能障害のある高齢者の看護　演習：コミュニケー
ション(有田・久木原・上野）
8．認知機能障害のある高齢者の看護　演習：ケアの実践(有
田・久木原・上野）
9．検査/薬物療法を受ける高齢者の看護（久木原・有田・上
野）
10．入院治療(手術療法・化学療法・放射線療法）を受ける高
齢者の看護（久木原・有田・上野）
11．リハビリテーションを受ける高齢者の看護(有田・久木
原・上野）
12．演習：移動の援助(有田・久木原・上野）
13．高齢者の生活機能を整える看護実践　清潔(有田・久木
原・上野）
14．高齢者の生活機能を整える看護実践　食生活
(有田・久木原・上野）
15-16．演習：口腔ケア・義歯洗浄・嚥下評価(有田・久木
原・上野）
17-18．エンドオブライフケア（久木原・有田・上野）
19．高齢者とレクリエーション１　概要(有田・久木原・上
野）　
20．高齢者とレクリエーション２　計画立案・実践方法(有
田・久木原・上野）
21．における高齢者看護と継続看護(有田・久木原・上野）
22．高齢者の看護過程展開　看護過程概説．情報収集(有田・
久木原・上野）
23-24．高齢者の看護過程展開　アセスメント(有田・久木
原・上野）
25-26．高齢者の看護過程展開　看護の焦点と全体像(有田・
久木原・上野）
27-28．高齢者の看護過程展開　看護計画立案と評価(有田・
久木原・上野）
29-30．高齢者の看護過程展開　施設で過ごす高齢者の看護過
程(有田・久木原・上野）



2019-802000D262-01病気をもつ高齢者の看護

有田　久美、久木原　博子、上野　珠未

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-2

1.高齢者に特有な疾患・障害に応じた看護が説明できる。　(A-3)

2.高齢者の健康状態や受療状況に応じた検査、治療（薬物療法、化学療法、放
射線療法、手術療法）とその看護について説明できる。　(A-3)

3.認知機能の低下した高齢者の理解を深め、必要なケア、コミュニケーション
など看護実践の基礎を習得する。　(B-2)

4.加齢による身体機能の低下した高齢者の生活機能を整える看護実践の基礎を
習得する。　(B-2)

5.地域医療支援病院の高齢者看護の実際を通して、継続看護について理解でき
る。　(A-2)

6.高齢者の余暇活動の必要性を理解し、レクリエーション計画を記述できる。
　(B-2)

7.高齢者のエンドオブライフケアのあり方についてQOLの観点から理解でき
る。　(A-1)

8.ケアの対象としての高齢者がどのような生活を望んでいるか、「目標志向型
思考」で考えることができる。　(A-1)

9.治療が必要な高齢者へ「生活行動モデル」を基盤とした考え方で看護過程を
展開できる。　(B-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D242-01病気をもつこどもと家族の看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限～４時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

松本　祐佳里、宮城　由美子，藤原　悠香

◎－－－　概要　－－－◎

　小児の主要な疾患の病態･症状･診断･治療を概説し、病態･経過に
そった看護を解説する。症状を示すこどもの看護、様々な状況にあ
るこどもと家族に対して、小児看護が果たす役割について概説す
る。さらに、こどもの看護技術の特徴、ケアを受けるこどもへの説
明と同意、家族への援助について説明し、小児看護技術の演習を行
う。
　担当教員の臨床経験を活かし、実際に関わった事例を参考に、個
別性のある看護実践が学べるように講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

疾病の経過に応じたこどもと家族についてのアセスメントと必要な
ケアについて説明できる。(知識・理解)

小児の主要な疾患の病態･経過別の看護をエビデンスに基づいて説
明できる。(知識・理解)

特別な支援を必要とするこどもと家族への看護師の役割について説
明できる。(知識・理解)

こどもの発達段階･健康状態を把握し、看護過程の思考プロセスを
概括する事ができる。(知識・理解)

発達段階に応じたこどもとのコミュニケーション方法を考えること
ができる。(知識・理解)

演習において、提示した事例を多面的にアセスメントし、こどもや
家族の気持ちを想定したコミュニケーションや看護実践を行うこと
ができる。(技能)

アセスメントに基づき、こどもの発達段階や状況にあった看護技術
が実施できる。(技能)

こどもと家族の最善の利益を守ることを意識し、実際の場面をイ
メージしながら演習ができる。(技能)

こどもに関わる看護師の倫理観と医療処置を受けるこどもの特徴を
ふまえた演習ができる。(態度・志向性)

グループディスカッションにおいて、他者の意見を尊重しながらこ
どもと家族にとって最善のケアを導き出すことができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の該当ページをよく読み、分からないことは調べておくこ
と。（60分）
授業後は教科書および配布資料をもとに復習しておくこと。（60
分）
演習項目では、提示した事例について疾患やこどもに必要な看護援
助、観察内容について考えて臨むこと（ワークブック）（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.病気を持つこどもの健康段階･発達段階に適した看護についての知
識と理解を定期試験で評価する。(80％)
2.事前課題の事例について、こどもと家族の健康レベルに応じたア
セスメントができ、全体像の把握が記述されているかを評価基準と
する。(10％)
3.小児看護技術の特性を理解し、こどもを尊重し、実際の場面をイ
メージしながら演習ができる。（10％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
②　小児看護各論．医学書院．2018
【ISBN978-4-260-01990-3】3300円
奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
①．医学書院．2018【ISBN978-4-260-02002-2】2800円

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　小児看護学③　「小児の疾患と
看護」【ISBN　978-4-8404-5796-5】
ナーシング・グラフィカ　メディカ出版　2019　小児看護
学②　「小児看護技術」メディカ出版　2019【ISBN　
978-4-8404-6516-8】

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の順番は変更する可能性あり

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.小児看護とは/病気のこどもと家族の特徴（松本）
2.こどもと家族の看護（松本）
3.こどものフィジカルアセスメント（松本）
4.こどもの症状別看護（松本）
5.外来・入院におけるこどもと家族の看護（宮城）
6.検査・処置、手術を受けるこどもの看護（宮城）
7.こどもに特有な疾患の病態と治療①（松本）
8.急性期にあるこどもの看護（宮城）
9.こどもに特有な疾患の病態と治療②（松本）
10.先天性疾患をもつこどもと家族への看護（宮城）
11.こどもに特有な疾患の病態と治療③（松本）
12.慢性期にあるこどもの看護（宮城）
13.こどもに特有な疾患の病態と治療④（松本）
14.小児がんをもつこどもと家族の看護（松本）
15.他職種連携（松本）
16.終末期にあるこどもと家族の看護（松本）
17.こどもに特有な疾患の病態と治療⑤（松本）
18.こどもに特有な疾患の病態と治療⑥（松本）
19.医療的ケアをもつこどもと家族の特徴（松本）
20.在宅におけるこどもと家族の看護（藤原）
21.小児看護技術①（松本）
22.小児看護技術②（松本）
23～28.（演習）小児看護技術/看護過程（宮城、松本，藤
原）
29.災害時におけるこどもと家族の看護（松本）
30.被虐待児と家族への看護/まとめ（松本）



2019-802000D242-01病気をもつこどもと家族の看護

松本　祐佳里、宮城　由美子，藤原　悠香

◎看護:A-2,A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.疾病の経過に応じたこどもと家族についてのアセスメントと必要なケアにつ
いて説明できる。　(A-2)

2.小児の主要な疾患の病態･経過別の看護をエビデンスに基づいて説明できる。
　(A-3)

3.特別な支援を必要とするこどもと家族への看護師の役割について説明でき
る。　(A-3)

4.こどもの発達段階･健康状態を把握し、看護過程の思考プロセスを概括する事
ができる。　(A-3)

5.発達段階に応じたこどもとのコミュニケーション方法を考えることができ
る。　(A-3)

6.演習において、提示した事例を多面的にアセスメントし、こどもや家族の気
持ちを想定したコミュニケーションや看護実践を行うことができる。　(B-1)

7.アセスメントに基づき、こどもの発達段階や状況にあった看護技術が実施で
きる。　(B-2)

8.こどもと家族の最善の利益を守ることを意識し、実際の場面をイメージしな
がら演習ができる。　(B-2)

9.こどもに関わる看護師の倫理観と医療処置を受けるこどもの特徴をふまえた
演習ができる。　(C-1)

10.グループディスカッションにおいて、他者の意見を尊重しながらこどもと家
族にとって最善のケアを導き出すことができる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D041-01ヘルスアセスメント

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

坂梨　左織、中嶋恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

身体・心理・社会的な存在である人を、看護の視点から全人的・多角的にとら
えることの重要性を学ぶ。生活者である対象と関係を構築できるコミュニケー
ションの基本を振り返り、確実に情報を得ることのできるインタビュー技術を
学ぶ。
身体的情報の収集・査定の方法としてフィジカルアセスメントを学習するとと
もに、心理的・社会的アセスメントの重要性を学ぶ。バイタルサインの測定に
関しては一人でできるレベルまで習熟を求める。
講義・演習では、ロールプレイやシミュレーションといったアクティブラーニ
ングを取り入れ、自ら意欲的に学ぶ姿勢を養う。学習過程においては、読む、
書く、話す、聞く、身体を使うことを重視するとともに、自律的、創造的、合
目的な参加を求める。また、事前準備や事後の振りかえりを通して、確実な看
護技術が実践できることをめざす。
臨床経験を活かし、看護の場の実態の説明や患者との関わりについて事例を用
いながら、ヘルスアセスメントに必要な知識や技能、態度について講義・演習
を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護におけるヘルスアセスメントの意義と目的を説明できる。(知識・理解)

人間を身体・心理・社会的存在としてとらえる重要性を説明できる。(知識・理
解)

コミュニケーションの特徴と、医療におけるコミュニケーションの重要性を説
明できる。(知識・理解)

健康歴のインタビューの目的と方法、及びその根拠を説明できる。(知識・理
解)

バイタルサイン測定の目的と基本技術、及びその根拠を説明できる。(知識・理
解)

フィジカルアセスメント（呼吸器・循環器・消化器・脳神経系・筋骨格系）の
目的と方法、及びその根拠を説明できる。(知識・理解)

得られた情報を分析・解釈し、看護実践へ繋げることの重要性を説明できる。
(知識・理解)

看護の対象に応じて健康歴のインタビューを実践できる。(技能)

バイタルサイン測定技術が実践できる。(技能)

系統別フィジカルアセスメント技術（呼吸器・循環器・消化器・脳神経系・筋
骨格系）が実践できる。(技能)

フィジカルアセスメント実施時に適切なコミュニケーションがとれる。(技能)

安全・安楽・尊厳・プライバシーを配慮しながらヘルスアセスメントを行う態
度が身についている。(態度・志向性)

ヘルスアセスメント力を高めるために主体的に学習し探求する姿勢がある。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前課題を指示された場合は、課題を学習して授業に参加すること。
前回の授業内容を復習し、授業・演習に参加すること。
演習を行った看護技術は、ひとりで実施できるように繰り返し練習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ヘルスアセスメントの意義と目的について自分の言葉で正確に説明できてい
るかを評価の基準とする。
・系統別のフィジカルアセスメントの目的と方法について自分の言葉で正確に
説明できているかを評価の基準とする。
・バイタルサイン測定技術を正確に実践できているかを評価の基準とする。
・グループワークに主体的に参加し、共同学習の中で看護の対象者に応じたコ
ミュニケーション、バイタルサイン測定、フィジカルアセスメントについて理
解を深めることができているかを評価の基準とする。
・レポート及びグループワークの課題について、十分なデータを集めたか、そ
のデータに基づいて自分の見解を明確に記述しているかを評価の基準とする。
・定期試験50%、技術評価20%、レポート、授業・演習参加態度30%で総合的に
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松尾ミヨ子他編、ナーシング・グラフィカ基礎看護学②　ヘ
ルスアセスメント、メディカ出版、2018年、（3,200円+
税）、ISBN 978-4-8404-6132-0
茂野香おる、系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第17版、医学
書院、2016年、（2,600円）ISBN978-4-260-03564-4

◎－－－　参考書　－－－◎

稲葉佳江、大日向輝美、看護ヘルスアセスメント、メヂカル
フレンド社、2011年、（3,500円+税）　ISBN
978-4-8392-1399-2
山内豊明、フィジカルアセスメントガイドブック－目と手と
耳でここまでわかる、医学書院、2011年、（2,400円+税）　
ISBN 978-4-260-01384-0
横山美樹、はじめてのフィジカルアセスメント、メヂカルフ
レンド社、2009年、（2,600円+税）　ISBN 978-4-8329-1353-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や途中退室、携帯電話の使用を禁じる。また、演習等で
は指定の服装を着用し、授業開始前までに手洗いを済ませて
実習室に待機すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヘルスアセスメントの概要（坂梨）
2.看護におけるコミュニケーション（吉川）
3.看護におけるコミュニケーション[演習]（吉川・坂梨・大
村）
4.看護におけるコミュニケーション[演習]（坂梨・宗正・吉
川・大村）
5̃7.バイタルサイン（坂梨）
8̃10.バイタルサイン[演習]（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大
村）
11.健康歴のインタビュー（坂梨）
12.健康歴のインタビュー[グループワーク]（坂梨）
13.14.健康歴のインタビュー［ロールプレイ］（坂梨・中嶋・
宗正・吉川・大村）
15.16.バイタルサイン技術テスト（坂梨・大村・中嶋・宗正・
吉川）
17.フィジカルアセスメントの基本技術（坂梨）
18.フィジカルアセスメントの基本技術[演習]（坂梨・中嶋・
宗正・吉川・大村）
19.系統別フィジカルアセスメント①呼吸器（坂梨）
20.系統別フィジカルアセスメント①呼吸器[演習]（坂梨・中
嶋・宗正・吉川・大村）
21.系統別フィジカルアセスメント②循環器（大村）
22.系統別フィジカルアセスメント②循環器[演習]（大村・坂
梨・中嶋・宗正・吉川）
23.系統別フィジカルアセスメント③消化器（坂梨）
24.系統別フィジカルアセスメント③消化器[演習]（坂梨・中
嶋・宗正・吉川・大村）
25.系統別フィジカルアセスメント④脳神経系、筋骨格系（坂
梨）
26.系統別フィジカルアセスメント④脳神経系[演習]（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
27.系統別フィジカルアセスメント④筋骨格系[演習]（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
28.シミュレーション［グループワーク］（坂梨）
29.30.シミュレーション（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大村）
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坂梨　左織、中嶋恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、大村由紀美

◎看護:A-1,A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.看護におけるヘルスアセスメントの意義と目的を説明できる。　(A-1)

2.人間を身体・心理・社会的存在としてとらえる重要性を説明できる。　(A-1)

3.コミュニケーションの特徴と、医療におけるコミュニケーションの重要性を
説明できる。　(A-3)

4.健康歴のインタビューの目的と方法、及びその根拠を説明できる。　(A-3)

5.バイタルサイン測定の目的と基本技術、及びその根拠を説明できる。　(A-3)

6.フィジカルアセスメント（呼吸器・循環器・消化器・脳神経系・筋骨格系）
の目的と方法、及びその根拠を説明できる。　(A-3)

7.得られた情報を分析・解釈し、看護実践へ繋げることの重要性を説明でき
る。　(A-3)

8.看護の対象に応じて健康歴のインタビューを実践できる。　(B-1)

9.バイタルサイン測定技術が実践できる。　(B-2)

10.系統別フィジカルアセスメント技術（呼吸器・循環器・消化器・脳神経系・
筋骨格系）が実践できる。　(B-2)

11.フィジカルアセスメント実施時に適切なコミュニケーションがとれる。　
(B-1)

12.安全・安楽・尊厳・プライバシーを配慮しながらヘルスアセスメントを行う
態度が身についている。　(C-1)

13.ヘルスアセスメント力を高めるために主体的に学習し探求する姿勢がある。
　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。
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 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

長谷川　珠代、原田春美、馬場みちえ、石橋曜子、古賀佳代子、福岡市城南区保健所長

◎－－－　概要　－－－◎

さまざまな生活背景を持つ人々の健康意識と健康行動の実際を知り、
自らの健康を改善する活動の重要性を考える。
本実習は公衆衛生看護活動や臨床看護に従事した実務経験を活かし
て、教員が人々の健康支援に対する知識や技術を教授する。
また、様々な立場で地域のヘルスプロモーション活動の実際に携わっ
ている方が、具体的な活動事例を参考に、人々の生活や健康意識に基
づいた支援と環境づくりのあり方について講義する。
様々な地域社会活動への参加や学習を通して、人々の健康を支援する
ための環境づくりや保健サービスの必要性を考え、健康的な公共政策
の確立をめざすヘルスプロモーションの意義や概念を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外の社会的動向を踏まえて、ヘルスプロモーションとは何かにつ
いて理解できる。(知識・理解)

ヘルスプロモーション活動に参加している人々の健康意識や健康行動
を観察し、人々の健康と健康を高める支援について考えることができ
る。(技能)

ヘルスプロモーション活動に携わる様々な専門職種とその役割につい
て理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前オリエンテーションで提示された学習課題について、既習科目資
料や文献等を用いて学習する（90分）。
各グループの実習プログラムに基づき、翌日に経験・学習する内容に
ついて各自あるいは各グループで学習し、実習記録やレポートを作成
する（90分）。
住民による地域社会活動に参加する際、学生主体のプログラムが提供
できるよう企画と準備（デモンストレーション等含む）をグループで
協力して行う（180分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
実習態度は、事前学習から実習終了までの期間における、主体的に取
り組む姿勢、カンファレンスでの積極的な発言、個人情報への配慮等
を評価の基準とする。
　
実習課題は、事前実習課題と記録が①～⑤の視点で記述・作成されて
いるかを評価する。
①実習要項の目的目標を理解し、実習体験や意見交換を通してヘルス
プロモーションの概念と活動が理解できているか
②人々の健康意識や行動を観察し、人々の健康と健康を高める支援に
ついて考えられているか
③校区踏査や講義・実践を通して人々の健康支援を理解できているか
④グループで十分なディスカッションができているか
⑤ヘルスプロモーション活動における他職種連携と役割理解ができて
いるか

実習レポートは、経験の羅列ではなく、事前学習を含む実践を通して
ヘルスプロモーション活動において人々の健康を支援するということ
への考察ができ、自らの考えが述べられているかを評価する。

２．評価方法
グループあるいは個人で取り組む姿勢や態度、記録やレポートを評価
の対象として総合的に評価する。

３．評価割合
実習課題（グループおよび個人　70％）、個人レポート10％、実習態
度20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

公衆衛生学、公衆衛生看護学総論、保健医療福祉行政論で
使用したテキスト・講義資料を参照する。必要に応じて文
献を活用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．事前オリエンテーションを実施し、事前学習と事前課
題などを説明する。実施日は事前に掲示するので必ず出席
をする。
２．学外実習では移動に伴う交通費が発生する。実習開始
前にも実習施設確認のための移動が生じる。
３．学外実習では、社会人としての態度が求められる。挨
拶、整容、時間など、看護職として相応しい態度やマナー
を厳守する。
４．積極的な態度で学習する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.実習期間：1週間

2.実習内容
　1日目オリエンテーション
　　　（福岡市城南区保健所長講義含む）
　2日目～4日目
　各グループの実習計画に基づき行動する。
　　　　(0.5日）福岡大学病院メディカル
　　　　　　　　フィットネスセンター見学
　　　　(2.5日）公民館・コミュニティ
　　　　　　　　センターなどでの実習
　5日目 グループカンファレンス
　　　　全体まとめ
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長谷川　珠代、原田春美、馬場みちえ、石橋曜子、古賀佳代子、福岡市城南区保健所長

◎看護:A-2,B-2

1.国内外の社会的動向を踏まえて、ヘルスプロモーションとは何かについて理
解できる。　(A-2)

2.ヘルスプロモーション活動に参加している人々の健康意識や健康行動を観察
し、人々の健康と健康を高める支援について考えることができる。　(B-2)

3.ヘルスプロモーション活動に携わる様々な専門職種とその役割について理解
できる。　(A-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000A091-01保健医療福祉行政論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

長谷川　珠代、久本貴志

◎－－－　概要　－－－◎

わが国の社会、経済環境の変化、現状をとらえたうえで、保健
医療福祉の法的基盤である社会保障制度とその意義、仕組み、
現状の課題を学ぶ。
また社会福祉の実践方法、こども・障害者・高齢者などライフ
サイクルに応じた諸制度や生活保護、地域福祉・保健サービス
の需給体制について理解する。
そして政策形成のプロセスや保健医療福祉行政における看護職
の役割について学ぶ。
保健師として保健医療福祉行政に従事した実務経験を活かし、
実際に関わった事例などを参考に、保健医療福祉行政における
多職種連携と看護活動の実際について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障の理念と仕組みを学び、保険・年金・公的扶助・福祉
について理解を深め、自分や家族の現状と将来を関連付けて理
解し、説明することができる。(知識・理解)

社会情勢の変化にともなう保健医療福祉行政の変遷及び現状を
理解し、説明することができる。(知識・理解)

保健医療福祉行政のしくみと関連する法律や関係機関について
理解を深め、その役割と課題について考察できる。(知識・理
解)

保健医療福祉行政の対象となる住民の多様化を理解したうえ
で、多様な文化や価値観に対応した制度の必要性を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書と配布資料をもとに講義を行う。講義の進行に従い、予
習と復習をして講義に臨む（60分）。
適宜、課題を提示する。提示されたテーマに関する事柄につい
て文献等で理解を深め、客観的事実と自らの考えを結び付けて
明確に記述する（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
定期試験と課題による評価を行う。

定期試験は本科目を担当する教員がそれぞれ出題し、社会保障
の理念としくみ、保健医療福祉行政の変遷と現状や関係法律な
ど、講義で説明した各内容の要点について正しく記述できるか
を評価の基準とする。

課題は指示された内容やテーマについて、客観的事実と自らの
考えを自分の言葉で説明できているかを評価の基準とする。
　
２．評価方法
　定期試験、課題

３．評価割合
　定期試験80％、課題20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．木下武徳、吉田健三、加藤美穂子編、東京大学出版
会、日本の社会保障システム、2017年、本体2,500円：
ISBN978-4-13-042147-8　

２．藤内修二ら著、標準保健師講座　別巻1　保健医療福
祉行政論、医学書院、2017年、本体3,000円　ISBN　
978-4-260-02772-4

◎－－－　参考書　－－－◎

国民衛生の動向2018/2019　厚生労働統計協会

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．課題は提出期限を厳守する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【社会保障制度】
１．社会保障とは何か（久本）
２．社会保険制度１　保険の仕組み，年金（久本）
３．社会保険制度２　医療保険，介護保険（久本）
４．社会保険制度３　雇用保険，労働者災害補償保険（久
本）
５．公的扶助制度（久本）
６．社会福祉制度　高齢者福祉，児童福祉，障害者福祉
（久本）
７．社会保障制度の現状と課題（久本）

【保健医療福祉行政】
８．保健医療福祉行政のめざすもの（長谷川）
９．保健医療福祉制度の変遷（長谷川）
１０．保健医療福祉行政・財政の理念としくみ（長谷川）
１１．公衆衛生に関する国際的な活動（長谷川）
１２．日本における医療提供体制（長谷川）
１３．地域保健の体系（長谷川）
１４．保健医療福祉の計画と評価（長谷川）
１５．保健医療福祉制度を振り返る（長谷川）



2019-802000A091-01保健医療福祉行政論

長谷川　珠代、久本貴志

◎看護:A-2,A-4

1.社会保障の理念と仕組みを学び、保険・年金・公的扶助・福祉について理解
を深め、自分や家族の現状と将来を関連付けて理解し、説明することができ
る。　(A-2)

2.社会情勢の変化にともなう保健医療福祉行政の変遷及び現状を理解し、説明
することができる。　(A-2)

3.保健医療福祉行政のしくみと関連する法律や関係機関について理解を深め、
その役割と課題について考察できる。　(A-2)

4.保健医療福祉行政の対象となる住民の多様化を理解したうえで、多様な文化
や価値観に対応した制度の必要性を説明できる。　(A-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D171-01母性看護学概論「前期　木－２」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/07/30　３時限　　

塚原　ひとみ、佐久間良子

◎－－－　概要　－－－◎

母性を様々な視点から説明し、女性及び家族のライフサイクル
とその特徴、身体的発達、心理発達、役割発達、母性を取り巻
く家族・社会環境などから「母性とは何か」を学ぶ。母性看護
の役割と課題について考え、女性の一生において健康な生活を
支える援助ができる基礎的能力を養う。

高度医療を提供する周産期病棟における助産師としての勤務経
験を活かし、母性看護の対象、母子の人権の保護、周産期医療
における生命倫理について、事例を参考に必要な知識や母性看
護の担当者としての倫理について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

女性及び家族のライフサイクルについて生殖機能の側面からの
特徴として、身体的発達・心理発達・役割発達について説明で
きる。(知識・理解)

母性看護の役割と機能をリプロダクティブ・ヘルス／ライツを
基本として説明できる。 (知識・理解)

母性保健の動向と母子保健に関連する法律・施策を説明できる
(知識・理解)

母性看護の主要な概念について説明できる。(知識・理解)

母性看護領域における倫理的課題について説明できる。(知
識・理解)

国内外の女性を取り巻く現状から多様な文化や価値に関する課
題を説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを参考に、授業計画のテーマに関連した事前学習をし
て臨むこと。
提示される課題レポートは必ず提出すること。
授業で実施したグループワーク内容について振り返りを行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念を理
解し、母性とは、母性看護とは何か、目的・対象・方法論の視
点で正確に記述できているかを評価の基準とする。
課題レポートでは、①母子保健指標の正確なデータを用いて母
子保健の課題を説明できているか、②母子に関連する理論の資
料を読み、自分の見解を明確に記述しているかを評価の基準と
する。
授業では、毎回少人数グループワークを行うため、そのグルー
プワークの結果が的確に作成されているかを評価の基準とす
る。

定期試験60％、課題レポート30％、グループワーク参加度10％
を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　母性看護学①概論・リプロダク
ティブヘルスと看護　中込さと子編　2019　2,400円　　
　ISBN978-4-8404-6517-5

◎－－－　参考書　－－－◎

森恵美編：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学概論
　母性看護学①　医学書院　ISBN 987-4-260-01365-9
厚生労働統計協会：厚生の指標　増刊　国民衛生の動向　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自己の関心事を明らかにして、主体的に学習すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.母性の概念と母性の特徴（塚原）
「授業を振り返り母性看護の視点について、指定した教科
書を読みまとめておくこと。（60分）」
2.性と生殖（塚原）
「事前に性周期に関連するこれまでの学習を整理して臨む
こと。（60分）」
3.リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（塚原）
「世界の女性の性に関するニュースについて検索（検索
Word：女性、虐待、児童婚、性器切除）し、資料を読み
込んで参加すること。（90分）」
4.母性看護の歴史と母子に関連する理論（塚原）
「授業終了時に示す課題についてレポートを作成するこ
と。（60分）」
5.母子保健統計の動向と母性看護に関連する法律・施策
（佐久間）
「母子保健統計に関する動向を調べて授業に参加するこ
と。（60分）」
6.母性のライフサイクル各期の特徴（佐久間）
「女性の特徴に関連した小テストを行うので、復習してお
くこと。（60分）」
7.母性と倫理的課題（佐久間）
8.まとめ（塚原・佐久間）



2019-802000D171-01母性看護学概論「前期　木－２」

塚原　ひとみ、佐久間良子

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4

1.女性及び家族のライフサイクルについて生殖機能の側面からの特徴として、
身体的発達・心理発達・役割発達について説明できる。　(A-1)

2.母性看護の役割と機能をリプロダクティブ・ヘルス／ライツを基本として説
明できる。 　(A-2)

3.母性保健の動向と母子保健に関連する法律・施策を説明できる　(A-2)

4.母性看護の主要な概念について説明できる。　(A-3)

5.母性看護領域における倫理的課題について説明できる。　(A-3)

6.国内外の女性を取り巻く現状から多様な文化や価値に関する課題を説明でき
る　(A-4)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D351-01母性看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

佐久間　良子、塚原 ひとみ、古賀 綾

◎－－－　概要　－－－◎

周産期にある対象および新生児を受け持ち、看護を展開することによ
り、妊産褥婦・新生児の身体的、心理的、社会的特徴および生理的な
変化を統合的に理解し、ウェルネス志向で対象の理解を深める。ま
た、対象のよりよい健康状態の維持や回復に必要な日常生活援助を実
践する。さらに、毎日実施した援助を考察し評価する。実習最終日に
は、妊産婦・新生児とのかかわりを通して自己の学びをまとめ、グ
ループディスカッションを行い、母性看護の理解を深める。

高度医療を提供する周産期病棟・外来における助産師としての勤務経
験を活かし、対象の理解を促進し、講義で学んだ知識・技術を統合し
て看護実践につなげる能力を培う指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象の特性について説明で
きる(知識・理解)

周産期の母子とその家族の健康状態や発達課題を理解し、保健医療福
祉と関連させた社会資源の活用における看護の役割について説明でき
る(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期にある対象を観察・アセスメントし、健康課
題を明確にできる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期にある対象のヘルスプロモーションを理解
し、対象の健康生活を支えるために必要な看護が展開できる(知識・理
解)

対象の社会的背景を踏まえ、対象の価値観、意思や意向を尊重した看
護が実践できる(知識・理解)

看護実践を通して人間関係を発展させ、対象者と良好な援助的人間関
係を築くことができる(技能)

生命、人の尊厳を尊重し、人権の擁護に配慮した行動をとる重要性を
理解し、対象と関わることができる(技能)

学習した看護学の知識・技術を統合し、個別性のあるケアを、根拠を
考えて実施できる(技能)

安全・安楽な看護を実践するために、ケアの質と安全に配慮した行動
をとることができる(技能)

実施した看護について、その意味や課題を振り返り、評価できる(技能)

周産期にある母子の看護を深められるように主体的・継続的に学習
し、実習に取り組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前レポート＞
事前レポートは、原則手書きであること
妊娠・分娩・産褥期の急激な変化を学ぶためには、母性看護学（周産
期の看護）の復習をして実習に臨むこと。学習項目は実習要項および
実習記録を参照のこと。
ワークブックによる自己学習を行って実習に臨むこと。

＜事後レポート＞
　看護実践に関する「自由テーマ」レポートを作成すること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習記録（事前学習、看護過程を通した対象理解、事後レポート含
む）および看護実践：80％、実習への取り組み・態度：20％を目安に
評価する。課題や実習記録については、記述内容に関して母性看護学
実習評価表を用いて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

医療情報科学研究所 (編集)　 病気がみえる vol.10 産科（第
４版）メディックメディア
2018年発行　3,888円
ISBN 978-4-89632-713-7

小林 康江ら (著)　 ナーシング・グラフィカ　母性看護学
(2)：母性看護の実践　メディカ出版　2019年1月　3,888円
ISBN 978-4-8404-6518-2

◎－－－　参考書　－－－◎

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程　第2版　
ISBN 4-263-23473-1
根拠がわかる母性看護技術　ISBN 978-4-8392-1465-4
新生児の観察と看護技術、未熟児をはぐくむディベロップ
メンタルケア、NICUでよく使うME機器　等

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

母性看護学実習では、感染防止行動の実践が重要であり、
学生自身の健康管理が大切である。特に、新生児や乳児へ
関わる実習であるため、健康に関する自己管理を厳しく求
める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間：2週間
２．実習場所：
　周産期母子医療センター　新生児部門
　女性診療センター（外来）
　周産期母子医療センター　産科部門
３．スケジュール・実習内容：
１）1週目：
①オリエンテーション
②新生児部門：1̃2日
　・GCU収容中のローリスクの新生児を受け持ち、沐浴・
授乳・新生児の特徴の観察などを見学、および一部実施す
る
③女性診療センター（外来）：1̃2日
　・妊婦健康診査及び胎児スクリーニング検査とその看護
場面の見学、および一部実施する
　・助産師外来における、助産師の保健指導の実際を見学
する
２）2週目：
産科部門：1週間
・母性病棟において、妊産褥婦や新生児を受け持ち、看護
を実践する
　・可能であれば分娩を見学し、生命の誕生の瞬間に立ち
会い、命の尊さを実感する



2019-802000D351-01母性看護学実習

佐久間　良子、塚原 ひとみ、古賀 綾

◎看護:A-1,A-2,A-3,A-4,B-1,B-2,B-4,C-2

1.妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象の特性について説明できる　
(A-1)

2.周産期の母子とその家族の健康状態や発達課題を理解し、保健医療福祉と関
連させた社会資源の活用における看護の役割について説明できる　(A-2)

3.妊娠期・分娩期・産褥期にある対象を観察・アセスメントし、健康課題を明
確にできる　(A-3)

4.妊娠期・分娩期・産褥期にある対象のヘルスプロモーションを理解し、対象
の健康生活を支えるために必要な看護が展開できる　(A-3)

5.対象の社会的背景を踏まえ、対象の価値観、意思や意向を尊重した看護が実
践できる　(A-4)

6.看護実践を通して人間関係を発展させ、対象者と良好な援助的人間関係を築
くことができる　(B-1)

7.生命、人の尊厳を尊重し、人権の擁護に配慮した行動をとる重要性を理解
し、対象と関わることができる　(B-2)

8.学習した看護学の知識・技術を統合し、個別性のあるケアを、根拠を考えて
実施できる　(B-2)

9.安全・安楽な看護を実践するために、ケアの質と安全に配慮した行動をとる
ことができる　(B-2)

10.実施した看護について、その意味や課題を振り返り、評価できる　(B-4)

11.周産期にある母子の看護を深められるように主体的・継続的に学習し、実習
に取り組むことができる　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D142-01慢性期の成人看護

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：2020/01/23　３時限　　

牧　香里、浦　綾子・宮林郁子・岩永和代・緒方久美子・石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

　生活習慣の変化から慢性疾患をもつ成人期の患者は年々増加傾
向である。慢性看護学では、慢性期の概念を学び、代表的な疾患
について治療や特徴を理解し、慢性疾患が成人期のライフサイク
ルにどのように影響を及ぼしているかを学習する。また、慢性疾
患をもつ患者と家族が、自らの問題に気づき、病気と折り合いを
つけ生活を調整していくことができるよう支援する知識と技術を
学ぶ。
　授業は、講義・グループワーク・技術演習にて進める。演習で
は、シミュレーション学習を取り入れ、学んだ知識・技術を活用
して、臨床の看護場面における看護者の思考・判断・行動に関す
る技能習得を促す。また、授業は各担当教員が臨床での経験を生
かし、看護実践に必要な知識・技術・態度を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

慢性期の概念を学び、慢性期を引き起こす代表的な疾患や治療の
特徴を理解する。(知識・理解)

慢性疾患を持つ成人期の患者とその家族の心理・社会的な特徴を
理解し、看護の役割について考える。(知識・理解)

慢性疾患による機能障害がライフサイクルに及ぼす影響について
考える。(知識・理解)

慢性疾患を持つ患者の生活の調整を支援する看護技術を習得でき
る。(技能)

慢性疾患を持つ患者の事例を用いた看護過程の展開ができる。
(技能)

障害受容、自己管理、セルフケアの確立、行動変容、QOLの向上
に配慮した慢性期の看護の特徴を理解し、療養の場における看護
実践とその倫理的な課題を考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に提示される課題を必ず自己学習して授業に参加する。
日々の自学自習全体としてのめやすは、予習＋復習4時間/1回を
取るように努める。
看護過程は紙上事例についてNANDA-I看護診断の枠組みを用い
て展開するが、必ず個人で事前に展開した学習内容とグループ学
習に必要な資料を準備して参加する。グループ学習の発表を通し
て疑問を解決し、個人の看護過程展開の内容を修正して提出す
る。また、看護技術演習においても事前に配布されたワークブッ
クにそって予習を行い参加すること。演習後にはリフレクション
を行い、ワークブックに指示された事項を記載し提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験85％、課題レポート・グループワークや演習などへの取
り組み状況15％を目安に評価する。

成績評価基準は以下の点である
・慢性期を引き起こす代表的な疾患や治療の特徴のついて理解で
きる。
・慢性疾患による機能障害がライフサイクルに及ぼす影響、患者
の生活の調整を支援する看護技術について理解し説明できる。
・事例による看護過程の展開ができる。
・慢性期疾患への看護の要点を理解し、様々な慢性疾患を持つ患
者への対応を考えることができる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木志津枝/藤田佐和編集　慢性期看護論第3版NOUVELLE
HIROKAWA 2018年 ISBN 978-4861740237 2600円
宮脇美保子編集　新体系看護学全書　成人看護学①　成人看
護学概論　成人保健　メヂカルフレンド社 2018年　ISBN
978-4-8392-3275-7　（１年次成人看護学概論のテキスト）
T.ヘザー・ハードマン、上鶴重美　原書編集/NANDA-1 看護
診断　定義と分類　2018-2020　医学書院　ISBN
978-4-260-03443-2（１年次成人看護学概論のテキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

経過別成人看護③　慢性期看護　2017年　ISBN
978-4-8392-3327-3
ナーシンググラフィカ　成人看護学③　セルフマネジメント
　2015年　ISBN 978-4-8404-4917-5
学習課題に関連した文献を講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

成人看護学概論、からだの構造と機能、疾病の成り立ちと回
復の促進、急性期の成人看護で学んだ看護診断に基づく看護
過程展開の知識・技能を活用して、本科目の看護過程展開を
進める。予習・復習を行い、主体的に学習に臨み授業到達目
標に近づくことができるように努力すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
　　慢性期看護の基本概念と特徴（牧）
2．慢性疾患と患者・家族の特徴（牧）
3．リハビリテーション看護の概念と特徴（浦）
4．リハビリテーションの実際（浦）
5．脳・神経機能障害のある患者の看護①（牧）
6．脳・神経機能障害のある患者の看護②（牧）
7. 循環機能障害のある患者の看護①（石橋）
8．循環機能障害のある患者の看護②（心リハ中　の看護）
（石橋）
9．がんの主な治療と看護（化学療法）（浦）
10．がんの主な治療と看護（放射線療法）（浦）
11．慢性期にある患者の看護援助①（看護診断に基づく看護
過程展開）（牧）
12.呼吸機能障害を持つ患者の看護①（病態、診断、治療）
（牧）
13. 呼吸機能障害をもつ患者の看護②（牧）　
14-15. 慢性期にある患者の看護援助②（自己管理を促す患者
教育、自己効力感、エンパワーメント）（浦）
16. 肝機能障害のある患者の看護①（病態、診断、治療）
（浦）
17．肝機能障害のある患者の看護②　看護診断（浦）
18. 糖代謝障害のある患者の看護①（病態、診断、治療）
（牧）
19-22．糖代謝障害のある患者の看護②～⑤　　看護過程展
開（牧、宮林、浦、緒方、岩永、石橋）
23．糖代謝障害のある患者の看護⑥　看護過程展開・発表
（牧、宮林、浦、緒方、岩永、石橋）
24．糖代謝障害のある患者の看護⑦まとめ・演習準備（牧）
25-26. 慢性期看護　技術演習①②（患者教育、フットケア、
SMBG）（牧、宮林、浦、石橋、緒方、岩永）
27-28．慢性期看護　技術演習③④（低血糖時の看護（牧、
宮林、浦、石橋、緒方、岩永）
29．腎機能障害のある患者の看護（牧）
30．慢性期看護のまとめ（牧）



2019-802000D142-01慢性期の成人看護

牧　香里、浦　綾子・宮林郁子・岩永和代・緒方久美子・石橋曜子

◎看護:A-3,B-2,C-1

1.慢性期の概念を学び、慢性期を引き起こす代表的な疾患や治療の特徴を理解
する。　(A-3)

2.慢性疾患を持つ成人期の患者とその家族の心理・社会的な特徴を理解し、看
護の役割について考える。　(A-3)

3.慢性疾患による機能障害がライフサイクルに及ぼす影響について考える。　
(A-3)

4.慢性疾患を持つ患者の生活の調整を支援する看護技術を習得できる。　(B-2)

5.慢性疾患を持つ患者の事例を用いた看護過程の展開ができる。　(B-2)

6.障害受容、自己管理、セルフケアの確立、行動変容、QOLの向上に配慮した
慢性期の看護の特徴を理解し、療養の場における看護実践とその倫理的な課題
を考えることができる。　(C-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000C020-01養護概説

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かして、「養護教諭の専門性と
は」をテーマに、歴史的、制度的観点から養護教諭の職務の基礎的
理解についてアプローチする。養護教諭の職務内容である健康診
断、救急処置、疾病予防などの保健管理、保健教育、健康相談、保
健室経営、保健組織活動については、現場の実践や事例を交えなが
らその要点の確実な理解を目指す。

１）学校看護婦からの職務の歴史的変遷を概観し、それを踏まえて
「養護とは何か」についてディスカッションを行う。
２）個々の発達段階における保健統計や学校種別の児童生徒の健康
の実態を学生自身が分析することを通して、健康課題を把握する方
法を理解する。
３）養護教諭の職務や求められる資質について、学校保健安全法等
を適用させながら主体的に学習する。
４）保健組織活動の実践事例から、養護教諭のコーディネーター的
役割について思考を深める。
５）保健室経営計画の作成、実践、評価、改善のPDCAサイクルを活
用する意義を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会的背景や健康課題の変化と養護教諭の職務の関連について自分
なりに説明できる。(知識・理解)

社会的背景の下にある児童生徒の現代的な健康課題について、説明
することができる。(知識・理解)

チーム学校として連携、協働すべき専門職者を述べることができ
る。(技能)

養護教諭の職務を理解し専門性を向上させるために、学び続けよう
とする意欲を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・毎時間終了後に個人別の学習テーマを提示するので、事前学習と
資料収集を行う。（第1-14回）

＜事後学習＞
・事前の自己学習と授業におけるグループ学習結果をまとめてお
く。授業の最後にレポート提出できるようにしておく。（第15回）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートは、複数の文献から資料を収集し、養護教諭の視点
で記載することができているかを評価の基準とする。
・プレゼンテーションは、主体的に健康課題の情報収集に取り組
み、その解決に向けた実践方法を具体的に示すことができるかを評
価の基準とする。
・グループ学習は、グループメンバーで協力して教材を作成し、活
用できているかを評価の基準とする。
・定期試験は、学校保健安全法等の制度、学校保健の領域構造、具
体的な健康課題に対する保健指導、養護教諭の役割について正確に
説明できるかを評価の基準とする。

方法
・課題レポート（10％）、プレゼンテーション（30％）、グループ
学習（10％）、定期試験（50％）により総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

植田誠治『新版養護教諭執務のてびき』東山書房
最新版

◎－－－　参考書　－－－◎

養護教諭活動の実際　ISBN 978-4-8278-1487-3
学校保健・安全法令必携　ISBN 978-4-324-08842-5
新養護概説　ISBN 978-4-87981-301-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・履修を妨げるものはない。ただし、学校保健に関する基
礎的知識として「学校保健」履修している、またはそのテ
キストを持っていることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜講義のタイトル：キーワード＞

第１回　オリエンテーション
　：学校看護師からの職制及び関係制度の歴史的変遷　＊
課題の提示
第２回　学校保健と養護教諭
　：保健医療・福祉教育の動向と養護教諭の役割
第３回　組織的計画的な保健室経営
　：ＰＤＣＡサイクルに基づく保健室経営＊グループ課題
提示
第４回　特別な配慮が必要な児童生徒の理解
：発達障害等のアセスメントと支援
　：保健室経営計画の立案の実際
第５回　保健管理①
　：健康観察、保健調査
第６回　保健管理②
　：健康診断の準備、実施、事後措置
第７回　保健管理③
　：感染症の予防と対策
第８回　保健管理④
　：健康状態のアセスメント
第９回．保健管理⑤
　：救急体制と救急処置
第10回　保健管理⑥
　：事件・事故災害における危機管理
第11回．保健管理⑦
　：学校環境衛生　＊課題プリント
第12回．保健教育①
　：保健指導　＊課題の実施
第13回．保健教育②
　：保健学習―休養と健康など　
第14回　健康相談の概要
　：事件・事故災害後等の心のケア
第15回　学校における他職種連携と協働
　：チーム学校
　　（まとめ）＊課題発表



2019-802000C020-01養護概説

小柳　康子

◎看護:A-2,A-4,B-3,C-2

1.社会的背景や健康課題の変化と養護教諭の職務の関連について自分なりに説
明できる。　(A-4)

2.社会的背景の下にある児童生徒の現代的な健康課題について、説明すること
ができる。　(A-2)

3.チーム学校として連携、協働すべき専門職者を述べることができる。　(B-3)

4.養護教諭の職務を理解し専門性を向上させるために、学び続けようとする意
欲を持つことができる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000E090-01リハビリテーション看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/16　４時限　　

宮林　郁子、岩永　和代　久木原　博子　古賀　佳世子

◎－－－　概要　－－－◎

リハビリテーションとは脳卒中後遺症や廃用症候群などで障害
を受けた機能を再び訓練により障害前の状態に回復させること
をいう。そしてリハビリテーション看護の目標は、他職種（医
師、理学・作業療法士、言語療法士など）と連携しながら障害
を持つ人のセルフケアの再構築を促すことである。この科目で
は脳卒中の後遺症である運動機能障害、高次機能障害、嚥下障
害を中心にリハビリの視点での評価や介入を通してリハビリ看
護の役割について学ぶ。
　講義はリハビリテーション領域で臨床経験が豊富な看護教員
ならびに実務者がそれぞれの専門領域での実践を通して行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

リハビリを必要とする患者の疾病だけでなく、社会的、霊的な
側面から理解できる知識を学び、その人らしく生きるとはどの
ようなことであるかについて説明できる(知識・理解)

国内外の疾病、治療の動向を学び、その中で看護の役割を説明
できる(知識・理解)

正確なアセスメントを基にどのような看護介入が考えられる
か、その知識を理解し、身につける(知識・理解)

リハビリテーション看護認定や回復期リハビリテーション専門
看護師とはどのような役割をもち、活躍できるのかを考える姿
勢がとれる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキスト・参考書等を使用し、毎授業の事前・事後学習を1
時間30分程度行　うこと。特に、各講義中に提示された重要な
トピックスについてはノートに
　まとめる等、復習を1時間程度かけて行うこと。
・上記以外に適宜提示する課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・リハビリテーションの意味と意義を理解し、自分の言葉で表
現することができる。また、運動機能、高次機能障害、嚥下障
害を理解し、それぞれの評価と介入計画を立案することができ
る。
・リハビリ看護師の役割について説明でき、正確に記述するこ
とを基準とする。
　以上のことを踏まえて、定期試験(70％)、提出レポート
(30％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

セルフケアの再獲得　(著者)安酸 史子(編)、鈴木純恵(編)、
吉田澄恵(編)/(出版社)メディカ出版/(ISBN)
9784840441285 /2017/3600円＋税
リハビリナース別冊セルフケア再構築の成功事例から学ぶ
　(著者)日高艶子 監修/(出版社)メディカ出版/(ISBN)
9784840436533/2011/2800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スケジュールは入れ替わることがあるので注意をしておく
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス、リハビリテーションの定義、目標　（宮
林・岩永）
2.リハビリテーション看護の歴史、目標およびリハビリ看
護の専門性、脊髄損傷患者の看護（宮林）
3.運動機能障害の評価と介入（久木原）
4.嚥下障害の評価と介入（岩永）
5.高次機能障害の評価と介入１（宮林；ゲストスピー
カー）
6.高次機能障害の評価と介入２（宮林・古賀）
7.症例検討（宮林・岩永）
8.まとめ　（宮林・岩永）



2019-802000E090-01リハビリテーション看護

宮林　郁子、岩永　和代　久木原　博子　古賀　佳世子

◎看護:A-1,A-2,A-3,C-2

1.リハビリを必要とする患者の疾病だけでなく、社会的、霊的な側面から理解
できる知識を学び、その人らしく生きるとはどのようなことであるかについて
説明できる　(A-1)

2.国内外の疾病、治療の動向を学び、その中で看護の役割を説明できる　(A-2)

3.正確なアセスメントを基にどのような看護介入が考えられるか、その知識を
理解し、身につける　(A-3)

4.リハビリテーション看護認定や回復期リハビリテーション専門看護師とはど
のような役割をもち、活躍できるのかを考える姿勢がとれる　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D162-01老化と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/23　２時限　　

久木原　博子、有田　久美、上野 珠未

◎－－－　概要　－－－◎

　加齢による諸機能の低下に起因する高齢者の心身の変化や日常
生活への影響や高齢者に特有な生活上の問題、ならびに健康上の
問題を理解し、疾病の予防・回復への援助ができるための知識・
技術を学ぶ。あわせて、老年期に生じやすい疾患や症状を取り上
げ、高齢者のQOLを維持・向上するための看護援助の方法につい
て講義、グループワーク、演習を通して学ぶ。
　大学病院での勤務経験を活かし、実際に携わった事例を参考に
必要な知識や心構えについて講義します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

高齢者の加齢変化について説明できる。(知識・理解)

高齢者のフィジカルアセスメントが実施できる。(技能)

高齢者の身体機能（運動機能、皮膚機能、視覚機能、聴覚機能な
ど）の特徴について説明できる。(知識・理解)

フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームについて説
明できる。(知識・理解)

高齢者の健康危機（転倒、廃用症候群、せん妄、認知機能低下、
うつ、低栄養、褥瘡など）の特徴と予防、看護について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者によくみられる身体症状（脱水、掻痒、痛み、浮腫など）
の特徴と予防、看護について説明できる。(知識・理解)

日常生活動作の評価、高齢者総合機能評価について説明できる。
(知識・理解)

高齢者の生活機能（排泄、清潔、食事など）の特徴と看護につい
て説明できる。(知識・理解)

高齢者の嚥下障害の影響と栄養状態についてアセスメントでき
る。(技能)

高齢者のコミュニケーションの特徴と関わり方について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者の睡眠の特徴と生活リズムを整える看護について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者のリスク要因とリスクマネジメントについて説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回授業範囲の教科書を事前に読み、専門用語の意味を調べて
おいてください。授業で配布した資料や教科書を使用して、30～
60分程度は必ず復習してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　高齢者の健康障害・生活障害を加齢による機能低下と関連させ
て考えることができるか、高齢者のQOLを維持・向上するための
基本的なケアの方法を説明することができるかを評価の基準とす
る。
筆記試験90％（定期試験70％、小テスト20％）、課題・提出物
10%

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川公子、他、編「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護
学」医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01815-9、￥2908
鳥羽研二、他、編「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護学」
医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01804-3、2484

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新聞・テレビをはじめとする多くのメディアから発信さ
れる高齢者に関する制度・課題などに関心をもち、幸福な
高齢期を過ごすためにはどうすればよいのかを日頃から考
える習慣を身につけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.高齢者のヘルス アセスメントの基本　(久木原、有田、
上野)　　　　　　　　　　　　
2.身体の加齢変化とアセスメント -1　(久木原、有田、上
野)　
3.身体の加齢変化とアセスメント -2　(久木原、有田、上
野)　
4.高齢者の生活機能を整える看護
日常生活を支える基本的活動　(久木原、有田、上野)　
5.高齢者の生活機能を整える看護
食事・食生活　(有田、久木原、上野)　
6.高齢者の生活機能を整える看護
排泄　(久木原、有田、上野)　
7.高齢者の生活機能を整える看護
清潔　(久木原、有田、上野)　
8.高齢者の生活機能を整える看護
生活リズム　(久木原、有田、上野)　
9.高齢者の生活機能を整える看護
コミュニケーション　(有田、久木原、上野)　　
10.高齢者の生活機能を整える看護
セクシュアリティ・社会参加　(有田、久木原、上野)　
11.健康逸脱からの回復を促す看護 -1
症候のアセスメントと看護　(有田、久木原、上野)　
12.健康逸脱からの回復を促す看護 -2
症候のアセスメントと看護　(有田、久木原、上野)　
13.生活・療養の場における看護 -1　(有田、久木原、上野)
　
14.生活・療養の場における看護 -2　(有田、久木原、上野)
　
15.高齢者のリスク マネジメント　(久木原、有田、上野)　



2019-802000D162-01老化と看護

久木原　博子、有田　久美、上野 珠未

◎看護:A-1,A-3,B-2

1.高齢者の加齢変化について説明できる。　(A-1)

2.高齢者のフィジカルアセスメントが実施できる。　(B-2)

3.高齢者の身体機能（運動機能、皮膚機能、視覚機能、聴覚機能など）の特徴
について説明できる。　(A-3)

4.フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームについて説明できる。
　(A-3)

5.高齢者の健康危機（転倒、廃用症候群、せん妄、認知機能低下、うつ、低栄
養、褥瘡など）の特徴と予防、看護について説明できる。　(A-1)

6.高齢者によくみられる身体症状（脱水、掻痒、痛み、浮腫など）の特徴と予
防、看護について説明できる。　(A-3)

7.日常生活動作の評価、高齢者総合機能評価について説明できる。　(A-3)

8.高齢者の生活機能（排泄、清潔、食事など）の特徴と看護について説明でき
る。　(A-3)

9.高齢者の嚥下障害の影響と栄養状態についてアセスメントできる。　(B-2)

10.高齢者のコミュニケーションの特徴と関わり方について説明できる。　
(A-3)

11.高齢者の睡眠の特徴と生活リズムを整える看護について説明できる。　
(A-3)

12.高齢者のリスク要因とリスクマネジメントについて説明できる。　(A-1)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D151-01老年看護学概論「前期　木－２」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

久木原　博子

◎－－－　概要　－－－◎

　人の一生における老年期の意義、身体的・心理的・社会的な
加齢現象、高齢者をとりまく我が国の保健・医療・福祉の動
向、および多岐にわたる看護の活動の場とその特徴について学
ぶ。老年看護の役割と今後の課題について考え、高齢者個々に
応じた健康生活を支える援助が展開できる基礎的能力を講義・
グループワークを通して学ぶ。
　大学病院（循環器内科病棟、整形外科病棟など）での勤務経
験を活かし、実際に携わった事例を参考に必要な知識や心構え
について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本における高齢化の特徴と影響について概説できる。
(知識・理解)

社会の動向や特性（少子高齢化・多死社会）について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者特有の身体的・精神心理的・社会的変化について説明で
きる。(知識・理解)

高齢者の健康と暮らしの現状について説明できる。(知識・理
解)

日本における社会保険制度の変遷と特徴について説明できる。
(知識・理解)

保健医療福祉システムの動向について説明できる。(知識・理
解)

高齢者を対象とした福祉施設（入所・通所）とその特性につい
て説明できる。(知識・理解)

高齢者を対象とした福祉施設（入所・通所）における看護のあ
り方について考えることができる。(知識・理解)

高齢者社会における権利擁護（高齢者虐待、身体拘束、権利擁
護のための制度）について説明できる。(知識・理解)

高齢者の尊厳を支える看護実践とは何かについて説明できる。
(知識・理解)

老年看護の役割と老年看護に役立つ理論・概念について概説で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回授業範囲の教科書を事前に読み、専門用語の意味を調べ
ておいてください。授業で配布した資料や教科書を使用して、
30～60分程度は必ず復習してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

高齢者の身体的・心理的・社会的特徴、高齢者を取り巻く医療
福祉制度とその問題点と課題、高齢者の倫理的課題や人権問題
について説明できるかを評価の基準とする。
筆記試験90％（定期試験70％、小テスト20％）、課題・提出物
10%

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川公子、他、編「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護
学」医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01815-9、￥2908
鳥羽研二、他、編「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護 病
態・疾患論」医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01804-3、
￥2484

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新聞・テレビをはじめとする多くのメディアから発信さ
れる高齢者に関する制度・課題などに関心をもち、幸福な
高齢期を過ごすためにはどうすればよいのかを日頃から考
える習慣を身につけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.加齢による変化（身体的）-1
2.加齢による変化（心理的・社会的）-2
3.高齢社会の統計的輪郭-1
4.高齢社会の統計的輪郭-2
5.高齢社会における保健医療福祉の動向-1
6.高齢社会における保健医療福祉の動向-2
7.高齢社会における権利擁護
8.老年看護の基盤



2019-802000D151-01老年看護学概論「前期　木－２」

久木原　博子

◎看護:A-1,A-2,A-3

1.日本における高齢化の特徴と影響について概説できる。
　(A-3)

2.社会の動向や特性（少子高齢化・多死社会）について説明できる。　(A-2)

3.高齢者特有の身体的・精神心理的・社会的変化について説明できる。　(A-1)

4.高齢者の健康と暮らしの現状について説明できる。　(A-3)

5.日本における社会保険制度の変遷と特徴について説明できる。　(A-2)

6.保健医療福祉システムの動向について説明できる。　(A-2)

7.高齢者を対象とした福祉施設（入所・通所）とその特性について説明でき
る。　(A-3)

8.高齢者を対象とした福祉施設（入所・通所）における看護のあり方について
考えることができる。　(A-3)

9.高齢者社会における権利擁護（高齢者虐待、身体拘束、権利擁護のための制
度）について説明できる。　(A-1)

10.高齢者の尊厳を支える看護実践とは何かについて説明できる。　(A-1)

11.老年看護の役割と老年看護に役立つ理論・概念について概説できる。　
(A-3)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



2019-802000D341-01老年看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

有田　久美、久木原　博子、上野　珠未

◎－－－　概要　－－－◎

　
　病院や高齢者施設で、老年期にある高齢者の健康状態や生活機能を総合的
に理解し、高齢者の尊厳を支えながら、個人の最大化と危険因子の最小化を
はかり、高齢者の強みやその人らしい生活の実現に向けた高齢者看護を実践
するための基礎的能力を養う。また、高齢者の療養生活を支える地域包括ケ
アシステムについての学びを深め、関係職種・機関との連携・協働から看護
職の役割について学ぶ。実際の指導に際しては、臨床勤務経験のある教員が
指導に同行し事例を通した高齢者へのアセスメントや看護計画について指
導、実習現場との調整や疑問に対応する。また、病院や施設の現場の看護師
から高齢者のケアについて直接指導を受ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高齢者施設で生活する高齢者とその家族の全体像をとらえ、生活機能の維
持、向上に向けた看護過程を展開できる。(知識・理解)

高齢者施設で生活する高齢者の残存機能や潜在能力を生かした看護援助を実
施できる。(技能)

高齢者施設で生活する高齢者の認知症など様々な健康障害に応じたコミュニ
ケーションを図ることができる。(技能)

高齢者施設での高齢者の余暇活動について考え、安全に考慮したレクリエー
ションを実施できる。(技能)

高齢者施設での関係職種の活動と連携、看護師の役割を説明できる。(技能)

入院中の治療を必要とする高齢者とその家族を健康障害、加齢変化、ライフ
ストーリーから全体像をとらえ、強みを生かした個別性のある看護過程を展
開できる。(技能)

入院中の治療を必要とする高齢者への必要な看護援助を科学的根拠に基づ
き、安全安楽に実施できる。(技能)

入院中の治療を必要とする高齢者の退院後の生活を考慮した看護援助を述べ
ることができる。(知識・理解)

病院内における医療チームの活動を通して、多職種の活動と役割チーム連携
の必要性について述べることができる。(知識・理解)

高齢者の長い人生の中で培われた価値観を尊重した態度で関わることができ
る。(態度・志向性)

実習を通して、自己の行動を内省的に振り返り、学習課題を述べることがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・実習オリエンテーション期間の老年実習オリエンテーションで老年看護実
習概要の詳細を説明するため、必ず出席する。
・講義「老年看護学概論」、「老化と看護」、「病気をもつ高齢者の看護」
の復習を行う。
・実習目標に応じて課題を提示するため、実習開始前、中、後に学習し、決
められた書式でレポートとして提出する。
・特に実習中は、日々の看護実践を振り返りレポートとしてまとめ、翌日の
看護実践に活かす。
・受け持ち利用者・患者の看護過程を展開する。実践後は評価修正を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準：
　・高齢者の全体像を理解し、アセスメントを行い、強みを生かし個別性に
応じた看護過程の展開ができたか。
　・安全安楽に看護援助を実施できたか。
　・医療福祉チームの一員としての看護師の役割について説明できるか。
　・看護倫理をふまえ、主体的に実習に取り組むことができたか。
②評価方法：看護援助の実施場面、実習記録・課題レポート、実習に対する
意欲・態度、カンファレンス運営および参加状況を総合的に評価する。
③割合：実習記録・実施80％、実習態度20％を目安とし総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

老年看護学概論、老化と看護、病気をもつ高齢者の看護で
使用したテキストおよび講義資料

◎－－－　参考書　－－－◎

生活機能からみた老年看護過程　ISBN 978-4-260-00623-1
根拠と事故防止からみた老年看護技術　ISBN
978-4-260-01139-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・実習施設が遠方のこともあるため、事前に公共交通機関
での通学経路を調べておくこと。交通費は自己負担とな
る。
・病院および施設の高齢者は免疫力の低下から感染症に罹
患しやすい状態である。自己の健康管理に留意し、常に感
染予防を心がけて行動する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間および実習場所：3週間で2ヶ所
　　・介護保険施設（1.5週）
　　・医療施設　　（1.5週）
　　*2か所の実習は連続の場合とそうでない場合がある。
２．実習配置：オリエンテーション時配布
３．実習内容
1）介護保険施設実習
　・入所中の利用者を一人受け持ち、看護過程の展開を行
う。
　・指導者やスタッフの指導のもとで、利用者の生活援助
の実施やケアの見学を行う。
　・通所リハビリテーション（デイケア）での実習を半日
～１日行う。
　・利用者の認知機能やADLレベルに応じた安全なレクリ
エーションを企画し、実施する。
　・高齢者とのコミュニケーションを通して施設で生活す
る対象の理解を深める。
　・施設の特徴や機能から地域包括ケアシステムの理解を
深める。
　・学際的チームにおける協働と看護の役割を学ぶ。
　
2）医療施設実習：福岡大学筑紫病院
　・治療が必要な高齢患者を一人受け持ち、看護過程の展
開を行う。
　・高齢者のニードに応じ、科学的根拠と個別性　のある
看護援助を行う。
　・高齢者とのコミュニケーションを通して、疾患や障害
を持つ対象の理解を深める。
　・医療チーム活動の実際を見学し、看護の役割を学ぶ。
　
　



2019-802000D341-01老年看護学実習

有田　久美、久木原　博子、上野　珠未

◎看護:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.高齢者施設で生活する高齢者とその家族の全体像をとらえ、生活機能の維
持、向上に向けた看護過程を展開できる。　(A-1)

2.高齢者施設で生活する高齢者の残存機能や潜在能力を生かした看護援助を実
施できる。　(B-2)

3.高齢者施設で生活する高齢者の認知症など様々な健康障害に応じたコミュニ
ケーションを図ることができる。　(B-1)

4.高齢者施設での高齢者の余暇活動について考え、安全に考慮したレクリエー
ションを実施できる。　(B-2)

5.高齢者施設での関係職種の活動と連携、看護師の役割を説明できる。　(B-3)

6.入院中の治療を必要とする高齢者とその家族を健康障害、加齢変化、ライフ
ストーリーから全体像をとらえ、強みを生かした個別性のある看護過程を展開
できる。　(B-2)

7.入院中の治療を必要とする高齢者への必要な看護援助を科学的根拠に基づ
き、安全安楽に実施できる。　(B-2)

8.入院中の治療を必要とする高齢者の退院後の生活を考慮した看護援助を述べ
ることができる。　(A-3)

9.病院内における医療チームの活動を通して、多職種の活動と役割チーム連携
の必要性について述べることができる。　(A-2)

10.高齢者の長い人生の中で培われた価値観を尊重した態度で関わることができ
る。　(C-1)

11.実習を通して、自己の行動を内省的に振り返り、学習課題を述べることがで
きる。　(C-2)

◎　看護学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から総合的
に捉え、人間の生命・存在・QOLについて説明できる。
A-2　国内外の社会の動向を踏まえて保健医療福祉のニーズや多様な健康
問題を理解し、看護の機能と役割を説明できる。
A-3　看護専門職者としてエビデンスに基づいた看護を実践するための健
康や医療に関する専門的知識をもっている。
A-4　多様な文化や価値、社会を理解するために必要な文化・社会・自然
に関する知識が身についている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　的確なコミュニケーション能力をもち、看護の対象者との良好な人
間関係を形成・保持することができる。
B-2　看護専門職者として必要な基本的な知識・技能を活用し、人、場に
応じて看護を実践する能力が身についている。
B-3　保健医療福祉のあらゆる場において、チームの人々と協働・連携し
てコーディネートする力が身についている。
B-4　看護学の発展に寄与するために新たな健康問題を捉え、主体的に課
題を探求する能力をもっている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的判断
と行動できる態度や姿勢が身についている。
C-2　専門的能力を向上させるために、主体的かつ継続的に研究・学習す
る姿勢が身についている。
C-3　地域・国際社会の動向を踏まえて、グローバルな視点で看護を考え
る姿勢が身についている。



 

 

 

薬学部 

 

 



2019-9030000690-02医薬品開発・経済学「P-b」（科目番号：3R2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

今給黎　修

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師にとって、医療資源、疾病統計、医薬品市場、創薬の流れ、臨床試験、国
際化、製造工程管理、医療経営および薬物治療の薬剤経済学的評価に関して学んで
おくべき知識を修得する。薬学6年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本
薬学会)」の指針「A基本事項」及び「B薬学と社会」にそって講義する。また担当
教員の実務経験（病院薬剤師業務、治験業務）から得られた具体的な情報を講義の
テーマに合わせて紹介し、薬剤経済学の習得と将来の薬剤師像の形成に役立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）(技能)

医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)②5）(技
能)

医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。（B(3)
①6）(技能)

医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明できる。（A
(1)③3） (態度・志向性)

医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明でき
る。（B(3)①7）(技能)

国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）(技能)

国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)②1、3）
(技能)

海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）(技能)

薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを説明す
ることができる。（B(3)②4）(態度・志向性)

薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明する
ことができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデルの手
法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価すること
ができる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果につい
て評価をすることができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストに準拠し講義する。プロジェクターを使用することもある。テキストで
不十分な項目については、資料を配付する。薬剤経済学分野のモデル分析において
は、講義中に問題を出し、実際にトレーニングを行うので、電卓を準備しておくこ
とが望ましい。また指定した教科書を事前に読んでおくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと（60分）。
モデル分析においては授業中のトレーニング問題のために事前に学習しておくこと
（30分）。また定期試験に備えトレーニング問題の確認をしておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容から作成した期末試験を90％、平常点（トレーニング問題、受講態度も加
味する）を10％の目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬事ハンドブック　2019　じほう　価格、ISBN未定
坂巻弘之著：やさしく学ぶ薬剤経済学　じほう　2,808円　ISBN9784840731157

◎－－－　参考書　－－－◎

使える薬剤経済学入門（エルゼビア・ジャパン）　ISBN 9784860345273
薬学生のための薬剤経済学（廣川書店）　ISBN 9784567401500

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．新薬の研究開発と臨床試験
　　（A(1)②5、B(2)②2-4）
2．薬事行政①-医薬品創出（A(1)②5、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
3．薬事行政②薬価制度（B(3)①6）
4．薬事行政③医療安全（A(1)③3）
5．薬事行政④診療報酬（B(3)①7）
6．医薬品業界①国内動向
　　（B(3)②1、3、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
7．医薬品業界②医薬品市場（B(3)②1、3）
8．医薬品業界③海外動向（B(3)②1、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
9．薬剤経済学概論（B(3)②4）
10．アウトカム研究と分析方法（B(3)②4）
11．判断分析モデル（B(3)②4）
12．判断分析モデルと感度分析（B(3)②4）
13．マルコフモデル（B(3)②4）
14．マルコフモデルと割引計算（B(3)②4）
15．薬剤経済学の研究デザイン（B(3)②4）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

限られた医療資源のもとで健康成果を最大化するために
は、科学的にものごとを考えることが必要である。薬剤経
済学を理解するには、テキストを熟読し自ら研究計画を立
案できることが望ましい。



2019-9030000690-02医薬品開発・経済学「P-b」（科目番号：3R2）

今給黎　修

◎薬  :B-4,C-4

1.新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）
　(B-4)

2.医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)
②5）　(B-4)

3.医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。
（B(3)①6）　(B-4)

4.医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明でき
る。（A(1)③3） 　(C-4)

5.医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明
できる。（B(3)①7）　(B-4)

6.国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）　(B-4)

7.国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)
②1、3）　(B-4)

8.海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）　(B-4)

9.薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを
説明することができる。（B(3)②4）　(C-4)

10.薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明
することができる。（B(3)②4）　(B-4)

11.薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデ
ルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

12.判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価す
ることができる。（B(3)②4）　(B-4)

13.マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

14.マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果
について評価をすることができる。（B(3)②4）　(B-4)

15.薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）
　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000690-01医薬品開発・経済学「P-a」（科目番号：3R2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

今給黎　修

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師にとって、医療資源、疾病統計、医薬品市場、創薬の流れ、臨床試験、国
際化、製造工程管理、医療経営および薬物治療の薬剤経済学的評価に関して学んで
おくべき知識を修得する。薬学6年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本
薬学会)」の指針「A基本事項」及び「B薬学と社会」にそって講義する。また担当
教員の実務経験（病院薬剤師業務、治験業務）から得られた具体的な情報を講義の
テーマに合わせて紹介し、薬剤経済学の習得と将来の薬剤師像の形成に役立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）(技能)

医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)②5）(技
能)

医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。（B(3)
①6）(技能)

医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明できる。（A
(1)③3）(態度・志向性)

医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明でき
る。（B(3)①7）(技能)

国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）(技能)

国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)②1、3）
(技能)

海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）(技能)

薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを説明す
ることができる。（B(3)②4）(態度・志向性)

薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明する
ことができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデルの手
法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価すること
ができる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）(技能)

マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果につい
て評価をすることができる。（B(3)②4）(技能)

薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　テキストに準拠し講義する。プロジェクターを使用することもある。テキストで
不十分な項目については、資料を配付する。薬剤経済学分野のモデル分析において
は、講義中に問題を出し、実際にトレーニングを行うので、電卓を準備しておくこ
とが望ましい。また指定した教科書を事前に読んでおくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと（60分）。
モデル分析においては授業中のトレーニング問題のために事前に学習しておくこと
（30分）。また定期試験に備えトレーニング問題の確認をしておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容から作成した期末試験を90％、平常点（トレーニング問題、受講態度も加
味する）を10％の目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬事ハンドブック　2019　じほう　価格、ISBN未定
坂巻弘之著：やさしく学ぶ薬剤経済学　じほう　2,808円　ISBN9784840731157

◎－－－　参考書　－－－◎

使える薬剤経済学入門（エルゼビア・ジャパン）　ISBN 9784860345273
薬学生のための薬剤経済学（廣川書店）　ISBN 9784567401500

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．新薬の研究開発と臨床試験
　　（A(1)②5、B(2)②2-4）
2．薬事行政①-医薬品創出（A(1)②5、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
3．薬事行政②薬価制度（B(3)①6）
4．薬事行政③医療安全（A(1)③3）
5．薬事行政④診療報酬（B(3)①7）
6．医薬品業界①国内動向
　　（B(3)②1、3、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
7．医薬品業界②医薬品市場（B(3)②1、3）
8．医薬品業界③海外動向（B(3)②1、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）
9．薬剤経済学概論（B(3)②4）
10．アウトカム研究と分析方法（B(3)②4）
11．判断分析モデル（B(3)②4）
12．判断分析モデルと感度分析（B(3)②4）
13．マルコフモデル（B(3)②4）
14．マルコフモデルと割引計算（B(3)②4）
15．薬剤経済学の研究デザイン（B(3)②4）
（　　）内は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO
番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

限られた医療資源のもとで健康成果を最大化するために
は、科学的にものごとを考えることが必要である。薬剤経
済学を理解するには、テキストを熟読し自ら研究計画を立
案できることが望ましい。



2019-9030000690-01医薬品開発・経済学「P-a」（科目番号：3R2）

今給黎　修

◎薬  :B-4,C-4

1.新薬の研究開発と承認の動向について説明できる。（A(1)②5、B(2)②2-4）
　(B-4)

2.医薬品の革新的医薬品の創出に向けての動向について説明できる。（A(1)
②5）　(B-4)

3.医薬行政における薬価制度についてそのしくみ、問題点等を説明できる。
（B(3)①6）　(B-4)

4.医療行政における医療安全対策は最重要課題であることについて説明でき
る。（A(1)③3）　(C-4)

5.医療制度の動向について、診療報酬改定、診療ガイドライン等をもとに説明
できる。（B(3)①7）　(B-4)

6.国内製薬企業の最新動向について説明できる。（B(3)②1、3）　(B-4)

7.国内の主要医療用医薬品の薬効別市場の動向について説明できる。（B(3)
②1、3）　(B-4)

8.海外における医薬品開発の最新動向について説明できる。（B(3)②1）　(B-4)

9.薬剤の真の価値は、有効性、安全性、QOL改善および医療費で決まることを
説明することができる。（B(3)②4）　(C-4)

10.薬剤経済学の分析手法、すなわち費用－効果分析（CEA）、費用最小化分析
（CMA）、費用－効用分析（CUA）、費用－便益分析（CBA）について説明
することができる。（B(3)②4）　(B-4)

11.薬剤経済学におけるモデリングの目的と種類について理解し、判断分析モデ
ルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

12.判断分析モデルを利用し、そのアウトカムについて感度分析を用いて評価す
ることができる。（B(3)②4）　(B-4)

13.マルコフモデルの手法を理解し、説明できる。（B(3)②4）　(B-4)

14.マルコフモデル及び割引計算を利用し、慢性疾患における長期的な経済効果
について評価をすることができる。（B(3)②4）　(B-4)

15.薬剤経済学の理解を通じて、医療の社会的価値を説明できる。（B(3)②4）
　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000672-02コミュニケーション学「P-b」（科目番号：3R1）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医療倫理を学ぶと共に、疑義照会や薬剤管理指導などの薬剤
師業務を行う際に要求される医療コミュニケーションについ
て、基本的な知識、技能および態度を習得する。薬学部6年制
「薬学教育モデルコアカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「基本事項　薬剤師の使命（A(1)）、薬剤師に求められる倫理
観（A(2)）、信頼関係の構築（A(3)）」および「薬学と社会　
人と社会に関わる薬剤師（B(1)）」に沿って講義する。病院で
の勤務経験を活かして、患者や医療従事者とのコミュニケー
ションの取り方について講義を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受
容することの重要性について自らの考えを述べることができ
る。A(1)①4-7(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題
について説明できる。A(2)①1-3、A(2)②3(知識・理解)

患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係
に影響を及ぼす要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4
(知識・理解)

意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニ
ケーションについて説明できる。A(3)①1-2(知識・理解)

相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。
A(3)①5・7・9、A(3)②2(技能)

自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることが
できる。A(3)①6・8(技能)

人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　指定教科書を使った講義および医薬品情報や匿名化した患者
情報等を記載したプリントを用いて小グループ討論とロールプ
レイを行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと。次回の授業範囲を
予習し、専門用語の意味などを理解しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「服薬援助のための医療コミュニケーションスキル・アッ
プ」町田いづみ著、星和書店、ISBN 4-7911-0586-9、2005年、
2300円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　医療倫理とモラル（A(2)①2　A(2)①3　A(2)②3　A(2)
③1　準備教育）神村
2　疑義照会（A(1)①6　アドバンスト）松尾
3　プレアボイド報告（A(2)①1　アドバンスト）松尾
4　質問への対応（A(1)①4　アドバンスト）松尾
5　傾聴・共感（A(3)①1　A(3)①3　A(3)①7）神村
6　言語的技術（A(3)①2）神村
7　非言語的技術（A(3)①2）神村
8　挨拶（A(3)①6）神村
9　質問（A(3)①9）神村
10　否認・置換・知性化（A(3)①4）神村
11　行動化・退行・合理化（A8#9①5）神村
12　患者のタイプ別服薬指導１（B(1)1）神村
13　患者のタイプ別服薬指導２（A(1)①5　A(1)①7）神村
14　医師への医薬品情報提供（A(3)①8）神村
15　医療スタッフ、顧客への医薬品情報提供（A(3)②2）
神村



2019-9030000672-02コミュニケーション学「P-b」（科目番号：3R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :A-4,B-1

1.患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受容することの
重要性について自らの考えを述べることができる。A(1)①4-7　(A-4)

2.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題について説明
できる。A(2)①1-3、A(2)②3　(A-4)

3.患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係に影響を及ぼ
す要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4　(A-4)

4.意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニケーションに
ついて説明できる。A(3)①1-2　(A-4)

5.相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。A(3)
①5・7・9、A(3)②2　(B-1)

6.自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることができる。A(3)
①6・8　(B-1)

7.人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1　(A-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000672-01コミュニケーション学「P-a」（科目番号：3R1）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　医療倫理を学ぶと共に、疑義照会や薬剤管理指導などの薬剤
師業務を行う際に要求される医療コミュニケーションについ
て、基本的な知識、技能および態度を習得する。薬学部6年制
「薬学教育モデルコアカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「基本事項　薬剤師の使命（A(1)）、薬剤師に求められる倫理
観（A(2)）、信頼関係の構築（A(3)）」および「薬学と社会　
人と社会に関わる薬剤師（B(1)）」に沿って講義する。病院で
の勤務経験を活かして、患者や医療従事者とのコミュニケー
ションの取り方について講義を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受
容することの重要性について自らの考えを述べることができ
る。A(1)①4-7(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題
について説明できる。A(2)①1-3、A(2)②3(知識・理解)

患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係
に影響を及ぼす要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4
(知識・理解)

意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニ
ケーションについて説明できる。A(3)①1-2(知識・理解)

相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。
A(3)①5・7・9、A(3)②2(技能)

自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることが
できる。A(3)①6・8(技能)

人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　指定教科書を使った講義および医薬品情報や匿名化した患者
情報等を記載したプリントを用いて小グループ討論とロールプ
レイを行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと。次回の授業範囲を
予習し、専門用語の意味などを理解しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「服薬援助のための医療コミュニケーションスキル・アッ
プ」町田いづみ著、星和書店、ISBN 4-7911-0586-9、2005年、
2300円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　医療倫理とモラル（A(2)①2　A(2)①3　A(2)②3　A(2)
③1　準備教育）神村
2　疑義照会（A(1)①6　アドバンスト）松尾
3　プレアボイド報告（A(2)①1　アドバンスト）松尾
4　質問への対応（A(1)①4　アドバンスト）松尾
5　傾聴・共感（A(3)①1　A(3)①3　A(3)①7）神村
6　言語的技術（A(3)①2）神村
7　非言語的技術（A(3)①2）神村
8　挨拶（A(3)①6）神村
9　質問（A(3)①9）神村
10　否認・置換・知性化（A(3)①4）神村
11　行動化・退行・合理化（A8#9①5）神村
12　患者のタイプ別服薬指導１（B(1)1）神村
13　患者のタイプ別服薬指導２（A(1)①5　A(1)①7）神村
14　医師への医薬品情報提供（A(3)①8）神村
15　医療スタッフ、顧客への医薬品情報提供（A(3)②2）
神村



2019-9030000672-01コミュニケーション学「P-a」（科目番号：3R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :A-4,B-1

1.患者等が求める医療人、生きる意味や役割、様々な価値観を受容することの
重要性について自らの考えを述べることができる。A(1)①4-7　(A-4)

2.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療の進歩に伴う倫理的問題について説明
できる。A(2)①1-3、A(2)②3　(A-4)

3.患者の価値観、人間性に配慮することの重要性および対人関係に影響を及ぼ
す要因について説明できる。A(2)③1、A(3)①3-4　(A-4)

4.意思および情報の伝達方法としての言語的・非言語的コミュニケーションに
ついて説明できる。A(3)①1-2　(A-4)

5.相手の心理状態に配慮した質問および解決策の提案ができる。A(3)
①5・7・9、A(3)②2　(B-1)

6.自分の心理状態を意識して、他者と接し、意見を述べることができる。A(3)
①6・8　(B-1)

7.人の行動を決める要因について説明できる。B(1)1　(A-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000735-01疾患薬理学Ⅳ「P-a」（科目番号：4M3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

疾患薬理学Ⅳは「がん専門薬剤師」である実務家教員が担当す
る。講義では、これまで学習してきたがん種と抗がん薬に関す
る知識を復習し、実際の医療現場における各種の抗がん治療と
副作用管理を理解することを目標とする。そのためには、各が
ん種を理解し、治療ガイドラインを考慮した代表的な抗がん薬
レジメン、患者に応じた薬の選択、用法や用量の設定および適
正な薬物治療に参画できる能力を身に付けることが必要であ
る。また各治療に応じた副作用管理の方法を学び、最適な治療
を実施するための薬剤師職能を修得しなければならない。薬学
部6年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本薬学会)」
の指針「E2　薬理・病態・薬物治療(E2(7)⑧)」を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　
（C6(7) ）(技能)

医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるため
に、がんにおける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する
　（F(3)）(技能)

悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治
療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の」適正使用に関する基本事項を習得する　（E2
(7)⑧）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義では、これまで学んだ抗がん薬を、臓器別に系統立てて
学び、その副作用と管理方法を学習していく。そのため各種の
抗がん薬の分類や薬効は復習をおこなってから授業に臨むこ
と。またこれらの学習は薬学部を卒業し、薬剤師としての職能
を発揮することを目的とするので、講義後は十分に復習し理解
すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に抗がん薬の知識を増やすだけで
なく、内容をよく理解し今後の職能として身に付けること。各
30分程度の自己学習を講義毎におこない、特に復習は重要であ
り強く勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各種抗がん薬の分類や作用機序、レジメン、副作用、管理方法
等に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識をどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
定期試験の成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

がん専門薬剤師・認定薬剤師のためのがん必須ポイント（第3
版）、金岡祐次他監修、じほう、2016年、3800円、
ISBN978-4-8480-4780-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　がん疫学、がんの病因、がんの診断（A(7) ,E2(7)⑧2,松
尾）
2-4　殺細胞性抗がん薬、分子標的治療薬、内分泌治療
薬、免疫療法薬、がん治療における集学的治療（D(3),E2
(7)⑧1,緒方）
5　他種職による副作用マネジメント、副作用管理（骨髄
抑制・感染症対策）（E2(7)⑧3,林）
6　副作用管理（消化器症状・皮膚障害）（E2(7)⑧3,林）
7　副作用管理（3心毒性・末梢神経障害・その他）（E2
(7)⑧3,松尾）
8　乳がん（E2(7)⑧13,E2(7)⑧4,E2(7)⑧13,林）
9　肺がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧9,林）
10　胃がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
11　大腸がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
12　肝がん・膵がん（E2(4)②3,E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
13-14　血液がん（悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄
腫）（E2(3)②5,E2(7)⑧4,E2(7)⑧5,緒方）
15　泌尿器科がん（腎がん・前立腺がん）（E2(7)⑧4,,E2
(7)⑧12,林）
（アドバンス）　がん専門薬剤師制度（松尾）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

抗がん治療を学ぶ上で背景となる既習講義科目（特に薬理
学の関連科目）は十分に修得しておくことが望ましい。ま
た、各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行な
うことが望ましい



2019-9030000735-01疾患薬理学Ⅳ「P-a」（科目番号：4M3）

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎薬  :B-3

1.がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　（C6(7) ）　
(B-3)

2.医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるために、がんにお
ける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する　（F(3)）　(B-3)

3.悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に関する基
本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析および医薬品の」適正使用に
関する基本事項を習得する　（E2(7)⑧）　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000735-02疾患薬理学Ⅳ「P-b」（科目番号：4M3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

疾患薬理学Ⅳは「がん専門薬剤師」である実務家教員が担当す
る。講義では、これまで学習してきたがん種と抗がん薬に関す
る知識を復習し、実際の医療現場における各種の抗がん治療と
副作用管理を理解することを目標とする。そのためには、各が
ん種を理解し、治療ガイドラインを考慮した代表的な抗がん薬
レジメン、患者に応じた薬の選択、用法や用量の設定および適
正な薬物治療に参画できる能力を身に付けることが必要であ
る。また各治療に応じた副作用管理の方法を学び、最適な治療
を実施するための薬剤師職能を修得しなければならない。薬学
部6年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム(日本薬学会)」
の指針「E2　薬理・病態・薬物治療(E2(7)⑧)」を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　
（C(7) ）(技能)

医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるため
に、がんにおける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する
　（F(3)）(技能)

悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治
療に関する基本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の」適正使用に関する基本事項を習得する　（E2
(7)⑧）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義では、これまで学んだ抗がん薬を、臓器別に系統立てて
学び、その副作用と管理方法を学習していく。そのため各種の
抗がん薬の分類や薬効は復習をおこなってから授業に臨むこ
と。またこれらの学習は薬学部を卒業し、薬剤師としての職能
を発揮することを目的とするので、講義後は十分に復習し理解
すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習は欠かせない。単に抗がん薬の知識を増やすだけで
なく、内容をよく理解し今後の職能として身に付けること。各
30分程度の自己学習を講義毎におこない、特に復習は重要であ
り強く勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各種抗がん薬の分類や作用機序、レジメン、副作用、管理方法
等に関する基本的な知識がどの程度まで身に付いているか、ま
た、その知識をどの程度まで正確に説明できるかを評価基準と
する。
定期試験の成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

がん専門薬剤師・認定薬剤師のためのがん必須ポイント（第3
版）、金岡祐次他監修、じほう、2016年、3800円、
ISBN978-4-8480-4780-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　がん疫学、がんの病因、がんの診断（A(7) ,E2(7)⑧2,松
尾）
2-4　殺細胞性抗がん薬、分子標的治療薬、内分泌治療
薬、免疫療法薬、がん治療における集学的治療（D(3),E2
(7)⑧1,緒方）
5　他種職による副作用マネジメント、副作用管理（骨髄
抑制・感染症対策）（E2(7)⑧3,林）
6　副作用管理（消化器症状・皮膚障害）（E2(7)⑧3,林）
7　副作用管理（3心毒性・末梢神経障害・その他）（E2
(7)⑧3,松尾）
8　乳がん（E2(7)⑧13,E2(7)⑧4,E2(7)⑧13,林）
9　肺がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧9,林）
10　胃がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
11　大腸がん（E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
12　肝がん・膵がん（E2(4)②3,E2(7)⑧4,E2(7)⑧8,松尾）
13-14　血液がん（悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄
腫）（E2(3)②5,E2(7)⑧4,E2(7)⑧5,緒方）
15　泌尿器科がん（腎がん・前立腺がん）（E2(7)⑧4,,E2
(7)⑧12,林）
（アドバンス）　がん専門薬剤師制度（松尾）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

抗がん治療を学ぶ上で背景となる既習講義科目（特に薬理
学の関連科目）は十分に修得しておくことが望ましい。ま
た、各自、講義ノートを作成し、予習・復習を十分に行な
うことが望ましい



2019-9030000735-02疾患薬理学Ⅳ「P-b」（科目番号：4M3）

松尾　宏一、緒方　憲太郎、林　稔展

◎薬  :B-3

1.がん細胞周期と分裂、細胞死に関する基本事項を習得する　（C(7) ）　(B-3)

2.医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるために、がんにお
ける治療と薬物療法に関する基本事項を習得する　（F(3)）　(B-3)

3.悪性新生物に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に関する基
本的知識を習得し、治療に必要な情報収集・解析および医薬品の」適正使用に
関する基本事項を習得する　（E2(7)⑧）　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000751-01実務実習（科目番号：5R1）

 期別：通年　　単位数：20　　開講年次： 5 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

加留部　善晴、他

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師として業務を遂行するにあたり、人の健康や生命を尊重するという考え
に基づき、誠意あふれる態度を修得する。
　病院実習：参加型実習を通して、病院薬剤師の業務と責任を理解し、病院内で
の重要性が増すチーム医療に参画できるように、調剤および製剤、医薬品管理、
医薬品情報、薬剤管理指導、ＴＤＭ、院内製剤などの薬剤師業務に関する基本的
知識、技能、態度を修得する。(F(1)②1～7,③1～12,F(2)①1～3,②1～11,③1～19,
④1～15,⑤1～13,⑥1～14,F(3)①1～7,②1～6,③1～14,④1～13,F(4)①1～9,F(4)④1～
3)
　薬局実習：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域チーム医療に参画できるよ
うになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管理、情報提供、健康相談、医
療機関・行政や地域との関わりについての基本的な知識、技能、態度を修得す
る。(F(1)②1～7,③1,2,5,13～15,F(2)①1～4,②1～11,③1～19,④1～15,⑤1～4,7～13,
⑥1～14,F(3)①1～7,②1～6,③1～14,④1～13,F(4)②1～4,F(5)①1～6,②1～4,③1～9,
④1～3)実務経験を持った指導薬剤師が、「薬剤師として求められる基本的な資
質」を指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

病院実習、薬局実習を通して臨床における心構えが身についている。（F(1)②1～
7）(態度・志向性)

病院実習、薬局実習を通して臨床の基礎を説明することができる。（F(1)③1～
12）(技能)

病院実習、薬局実習を通して処方せんに基づく調剤を行うことができる。（F(2)
①1～4,②1～11,③1～19,④1～15,⑤1～13,⑥1～14）(技能)

病院実習、薬局実習を通して薬物療法の実践ができる。（F(3)①1～7,②1～6,③1
～14,④1～13）(知識・理解)

病院実習を通してチーム医療への参画ができる。（F(4)①1～9）(技能)

薬局実習を通して地域におけるチーム医療への参画ができる。（F(4)②1～4）(技
能)

薬局実習を通して地域の保健・医療・福祉への参画ができる。（F(5)①1～6,②1～
4,③1～9）(態度・志向性)

災害時医療について説明できる。（F(5)④1～3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　実習期間は病院・薬局各11週間で、実務実習モデル・コアカリキュラム対応の
実習施設が作成した実習プログラムにより実習を行う。学生も現場の薬剤師同
様、人の健康や生命を尊重するという考えに基づき、誠意あふれた態度で行動す
る。能動的学習法、ＰＢＬを導入し、問題解決能力を向上させる。ポートフォリ
オによるレポート作成により、評価精度を向上させ、学生の学習意欲を高める方
略を取り入れる。更にE-mailにより、学生・指導薬剤師・教員間の連携体制を構
築し、情報の共有を図りながら実習を行う。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定された資料などを事前に読んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　人の健康や生命を尊重するという考えに基づいた、病院および薬局における薬
剤師業務に関する基本的知識、技能、態度が修得できているか、を評価の基準と
する。
　評価は、実習施設の指導薬剤師の評価（形成的評価表および評点表）を60％、
実習日報の内容を20％、実習報告会の評価を20％を目安として、ルーブリック評
価を用いて担当教員が行う。
　※欠席の場合は、実習施設と協議し指示する。
　※実習施設で実施できない到達目標に関しては実習後に学生に指示する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　別途指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズ１１　病院・薬局実務実習Ⅰ（東京化
学同人）2007年、5100円　ISBN 978-4-8079-1468-5
日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズ１１　病院・薬局実務実習Ⅱ（東京化
学同人）2007年、4800円　ISBN 978-4-8079-1469-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

実務実習を始めるにあたって
（病院実習）
（１）病院調剤を実践する
（２）情報を正しく使う
（３）医薬品を動かす、確保する
（４）ベッドサイドで学ぶ
（５）薬剤を造る、調べる
（６）医療人としての薬剤師
（薬局実習）
（１）薬局アイテムと管理
（２）情報のアクセスと活用
（３）薬局調剤を実践する
（４）薬局カウンターで学ぶ
（５）地域で活躍する薬剤師
（６）薬局業務を総合的に学ぶ
各項目毎にＳＢＯがあり、実習施設のプログラムに沿っ
て、実習が進行する。

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

2019実務実習担当者
(20192実務実習担当者.pdf)



2019-9030000751-01実務実習（科目番号：5R1）

加留部　善晴、他

◎薬  :A-3,A-4,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-4

1.病院実習、薬局実習を通して臨床における心構えが身についている。（F(1)
②1～7）　(C-1)

2.病院実習、薬局実習を通して臨床の基礎を説明することができる。（F(1)③1
～12）　(B-4)

3.病院実習、薬局実習を通して処方せんに基づく調剤を行うことができる。
（F(2)①1～4,②1～11,③1～19,④1～15,⑤1～13,⑥1～14）　(B-3)

4.病院実習、薬局実習を通して薬物療法の実践ができる。（F(3)①1～7,②1～6,
③1～14,④1～13）　(A-4)

5.病院実習を通してチーム医療への参画ができる。（F(4)①1～9）　(B-1)

6.薬局実習を通して地域におけるチーム医療への参画ができる。（F(4)②1～
4）　(B-2)

7.薬局実習を通して地域の保健・医療・福祉への参画ができる。（F(5)①1～6,
②1～4,③1～9）　(C-4)

8.災害時医療について説明できる。（F(5)④1～3）　(A-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000790-01総合医療薬学特別講義Ⅴ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

江川　孝、今給黎　修、緒方　憲太郎、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師の職能については、これまでに学修してきた薬学の知識を駆
使し、薬剤師が実臨床で携わる実務について調剤、疑義照会、注射
剤、輸液、服薬指導、医薬品情報、医薬品の管理、リスクマネジメ
ント、チーム医療に関する業務を系統立てて理解し、これらの知識
を習得することを目標とする。本講義は、薬学部6年制の「薬学教
育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「F薬学臨床
[F(2)-(5)]」に沿って行う。担当教員の実務経験から得られた具体的
な知見を講義のテーマにあわせて紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

剤形別の調剤について説明できる。(知識・理解)

チーム医療に必要な薬剤師の役割と医薬品の適正使用について説明
できる。(知識・理解)

疑義照会や処方箋監査に必要な医薬品のTDM・相互作用について
説明できる。(知識・理解)

代表的な輸液と使用方法について説明できる。(知識・理解)

漢方処方の適正使用について説明できる。(知識・理解)

患者情報の取扱と適切な服薬指導について説明できる。(知識・理
解)

薬剤師による医薬品の管理とリスクマネジメントについて説明でき
る。(知識・理解)

医薬品の情報と臨床試験の結果について説明できる。(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本講義は、これまで学んだ薬学の知識を臨床現場の実務である調
剤、疑義照会、注射剤、輸液、服薬指導、医薬品情報、無菌調製、
医薬品の管理、リスクマネジメント、チーム医療に関する業務別に
再構成して復習する。薬学の分野を横断した知識が求められるので
予め関連する分野の教科書を読んで予習をしてくること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の予習は、今までに薬学部で学んだ知識を想起させるためにも
重要である。予め教科書を読んで予習をしてくること。また、授業
に関連する薬剤師国家試験問題を解いて復習することを推奨する
（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

臨床現場の実務である調剤、疑義照会、注射剤、輸液、服薬指導、
医薬品情報、医薬品の管理、リスクマネジメント、チーム医療に関
する知識がどの程度理解しているかを評価基準とする。定期試験の
成績で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

追加資料は適宜配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

調剤学総論　改訂12版　南山堂　2015年　本体6,800円　ISBN
9784525772321

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　薬剤師としての心構え・調剤（江川）
２　チーム医療 －高血圧－（江川）
３　疑義照会 －TDM－（江川）
４　チーム医療 －うつ病－（江川）
５　注射剤・輸液（江川）
６　処方箋鑑査 －相互作用－（江川）
７　患者情報（緒方）
８　服薬指導の基本（緒方）
９　服薬指導の導入（緒方）
10　服薬指導の応用（緒方）
11　リスクマネジメント（今給黎）
12　院内製剤・医薬品の管理（今給黎）
13　医薬品情報（林）
14　臨床試験（林）
15　現代医療の中の漢方薬（江川）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

これまでの関連科目と5年次の実務実習を振り返り、各自
で講義内容の総まとめを作成することが望ましい。



2019-9030000790-01総合医療薬学特別講義Ⅴ

江川　孝、今給黎　修、緒方　憲太郎、林　稔展

◎薬

1.剤形別の調剤について説明できる。　(A-2)

2.チーム医療に必要な薬剤師の役割と医薬品の適正使用について説明できる。
　(A-2)

3.疑義照会や処方箋監査に必要な医薬品のTDM・相互作用について説明でき
る。　(A-2)

4.代表的な輸液と使用方法について説明できる。　(A-2)

5.漢方処方の適正使用について説明できる。　(A-2)

6.患者情報の取扱と適切な服薬指導について説明できる。　(A-2)

7.薬剤師による医薬品の管理とリスクマネジメントについて説明できる。　
(A-2)

8.医薬品の情報と臨床試験の結果について説明できる。　(A-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000723-01調剤学総論（科目番号：4R2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

緒方　憲太郎、原　周司、冨永　宏治

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬剤師の使命、倫理、自己研鑽について理解し、さらに社会、薬局、病院での薬
剤師の役割、業務を習得し、実務実習事前学習を通して理解を深め、実務実習で実
践できるようにする。先ず、医薬品の剤型、特性、保管や取扱いなどを理解し、薬
剤師の第一義的な業務である調剤、製剤、調製を習得する。さらに、患者に対して
安全で効果的な薬物療法が実施されるための留意点を習得する。病院・薬局での実
務経験を活かし、基本はもちろん実際の医療現場に即した内容で、薬学部6年制の
「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「F薬学臨床（1）～
（3）」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 医療体系における薬剤師の使命と業務の概要について説明できる　　
 （A（2）②3, A（5）③1‐2,F（1）③1,3‐4,6,F（2）②2）(技能)

2 処方せん監査、疑義照会について説明できる　（F（2）②5‐6）(技能)

3 処方せんに基づく計数調剤、計量調剤、調製が説明できる　
（F（2）②3,5）(技能)

4 処方せんに基づき調剤された薬剤の監査について説明できる　
 （F（2）②8）(技能)

5 注射処方せんに従った注射調剤が説明できる　（F（2）③14）(技能)

6 注射剤・散剤・水剤等の配合変化の回避法を列挙できる（F（2）③15）(技能)

7 注射剤（高カロリー輸液等）の無菌調製について説明できる　
 （F（2）③16）(技能)

8 患者の栄養状態や体液量、電解質バランス等が評価でき、輸液の種類と適応を説
明できる　　（F（3）③5-6）(技能)

9 抗悪性腫瘍薬等の取り扱い・調製でのケミカルハザード回避を説明できる　（F
（2）③7）(技能)

10 代表的な疾患症例への応対について説明できる　（F（2）④8）(技能)

11 医薬品（劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚せい剤原料、薬局製剤などを含
む）の管理と取り扱いについて説明できる（F（2）⑤1‐3,7-8）(技能)

12 特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる　
 （F（2）⑤4）(技能)

13 院内製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説明できる　
（F（2）⑤6）(技能)

14 特にリスクの高い代表的な医薬品の特徴と注意点を説明できる　
（F（2）⑥2）(技能)

15 消毒薬の特徴と用途、感染対策、スタンダードプリコーションを説明できる　
（F（2）⑥4‐6(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に従い講義形式で行う。場合によっては配布資料、プロジェクターを用い
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容を理解するために指定した教科書で予習しておくこと。講義後は復習し、
実務実習事前学習に備えること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

薬剤師の使命、役割および薬剤師業務の基本が身についているか、また、それを正
確に説明できるかを評価基準とする。定期試験の成績で評価する（100%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

編集　八野芳巳/難波弘行　：コンパスシリーズ　コンパス調剤学　改訂第2版　南
江堂　2015年　本体4,800円　ISBN　978-4-524-40316-5

◎－－－　参考書　－－－◎

日本薬剤師会編：調剤指針　第十三改訂　薬事日報　5,184円　ISBN 9784840811934
日本薬剤師センター総監修：薬学生・実務実習指導者のための実務実習ガイドブッ
ク　南山堂　6,480円　ISBN 9784525701314

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　医療における薬剤師の使命と医療体系　
　（A（2）②3, A（5）③1‐2, 冨永）

2‐5　処方せん監査と処方せんによる調剤・監査　
　（F（1）③１,3‐4,6, F（2）②2‐3,5‐6,8, ④8, ⑤1‐
3,7‐8冨永）

6　病院薬剤師の役割、他部門との連携
　（F（1）③3‐4,6, 緒方）

7‐8　感染対策、スタンダードプリコーション、消毒薬　
（F（1）③3‐4,6, F（2）⑥4‐6, 緒方）

9　様々な医薬品（特定生物由来製品等）の管理　　（F
（2）⑤1‐4,6,8, F（2）⑥2,緒方）

10　抗悪性腫瘍薬等の取り扱い・調製　
　（F（2）③7, 緒方）

11‐14　注射剤・輸液の調剤、調製　
　（F（2）③14‐16, ④8, F（3）③5‐6, 原）

15　薬物の薬力学的相互作用（F（2）④8, 原）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

背景となる既習講義科目は十分に修得しておくこと。5年
生次の実務実習に向けて、事前学習と関連付けて修得す
る。



2019-9030000723-01調剤学総論（科目番号：4R2）

緒方　憲太郎、原　周司、冨永　宏治

◎薬  :B-3

1.1 医療体系における薬剤師の使命と業務の概要について説明できる　　
 （A（2）②3, A（5）③1‐2,F（1）③1,3‐4,6,F（2）②2）　(B-3)

2.2 処方せん監査、疑義照会について説明できる　（F（2）②5‐6）　(B-3)

3.3 処方せんに基づく計数調剤、計量調剤、調製が説明できる　
（F（2）②3,5）　(B-3)

4.4 処方せんに基づき調剤された薬剤の監査について説明できる　
 （F（2）②8）　(B-3)

5.5 注射処方せんに従った注射調剤が説明できる　（F（2）③14）　(B-3)

6.6 注射剤・散剤・水剤等の配合変化の回避法を列挙できる（F（2）③15）　
(B-3)

7.7 注射剤（高カロリー輸液等）の無菌調製について説明できる　
 （F（2）③16）　(B-3)

8.8 患者の栄養状態や体液量、電解質バランス等が評価でき、輸液の種類と適
応を説明できる　　（F（3）③5-6）　(B-3)

9.9 抗悪性腫瘍薬等の取り扱い・調製でのケミカルハザード回避を説明できる
　（F（2）③7）　(B-3)

10.10 代表的な疾患症例への応対について説明できる　（F（2）④8）　(B-3)

11.11 医薬品（劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬および覚せい剤原料、薬局製剤な
どを含む）の管理と取り扱いについて説明できる（F（2）⑤1‐3,7-8）　(B-3)

12.12 特定生物由来製品の管理と取り扱いについて説明できる　
 （F（2）⑤4）　(B-3)

13.13 院内製剤の意義、調製上の手続き、品質管理などについて説明できる　
（F（2）⑤6）　(B-3)

14.14 特にリスクの高い代表的な医薬品の特徴と注意点を説明できる　
（F（2）⑥2）　(B-3)

15.15 消毒薬の特徴と用途、感染対策、スタンダードプリコーションを説明で
きる　（F（2）⑥4‐6　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000704-02病態・薬物治療学Ⅱ「P-b」（科目番号：3M4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎－－－　一般目標　－－－◎

病態生理学とは、ヒトが病気に侵された時に、全身的あるいは各臓器に
どのような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機
構を解明する学問である。また、薬物治療学とは、各種疾患の診断・治
療法および治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問である。こ
れらの学問はお互いに深い関係にあるため、単独での講義構成よりも統
合的に講義することが重要と考えられる。
　本講義を含め、病態・薬物治療学Ⅰ～Ⅳを通じて総合的に講義を進め
ていく。これは、医療内容が高度になるにつれて、薬剤師の役割とし
て、医薬品に関する知識だけでなく、医療現場においても患者の症候、
病因、病態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要求され
るためである。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで患
者への服薬指導や薬物治療が出来る能力を修得する必要がある。本講義
では、臨床薬剤師として、医療人として、病人の治療において適切な役
割を果たせるようになるために必要な、基本的な臨床医学の知識と考え
方を身につけることを目的としている。薬学部６年制の「薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「C７ 人体の成り立ちと
生体機能の調節」「E 医療薬学」にそって講義する。担当教官が，大学
病院，医・薬学部での診療・研究に従事してきた実務経験を活かし，各
種疾患の最新医療まで講義・解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、て
んかん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神
経症、心身症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法
や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）
(技能)

２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎
症性腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、
および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、
Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、
胆石症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および
診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１
(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

薬物治療学、病態生理学とも同様な形式で、代表的な疾患についてその
概念、病態生理、臨床症状、診断基準、治療法を、主にプリントを用い
て講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学およ
び医学生理学的な知識を復習し、参考書で予備的な知識を得ておくこと
が望ましい（30分）。また、講義後は各疾患の病態を充分に理解し、診
断法、治療法および治療薬の用法、用量や副作用対策などの統合的なま
とめを作成するとよい。さらに、講義で習った以外の関連疾患に関して
も、参考書などを利用して学習し、知識を充実させると理解が深まる
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載した領域の疾患について、その病態と治療を正しく理解
し、説明できる能力をどの程度身につけているかを以て評価基準とす
る。期末試験（100％）にて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義で配布するプリント。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

４～６　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

７～１０　消化管疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、ア
ドバンスト、遠城寺）

１１～１４　肝胆膵疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、
アドバンスト、遠城寺）

１５　総括（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(1)、E２(4)②、アド
バンスト、遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号



2019-9030000704-02病態・薬物治療学Ⅱ「P-b」（科目番号：3M4）

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎薬  :B-3

1.１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、てんか
ん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神経症、心身
症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法や副作用について
の説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）　(B-3)

2.２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎症性
腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断
法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２
(4)②）　(B-3)

3.３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、胆石
症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治
療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）
　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000704-01病態・薬物治療学Ⅱ「P-a」（科目番号：3M4）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎－－－　一般目標　－－－◎

病態生理学とは、ヒトが病気に侵された時に、全身的あるいは各臓器に
どのような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機
構を解明する学問である。また、薬物治療学とは、各種疾患の診断・治
療法および治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問である。こ
れらの学問はお互いに深い関係にあるため、単独での講義構成よりも統
合的に講義することが重要と考えられる。
　本講義を含め、病態・薬物治療学Ⅰ～Ⅳを通じて総合的に講義を進め
ていく。これは、医療内容が高度になるにつれて、薬剤師の役割とし
て、医薬品に関する知識だけでなく、医療現場においても患者の症候、
病因、病態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要求され
るためである。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで患
者への服薬指導や薬物治療が出来る能力を修得する必要がある。本講義
では、臨床薬剤師として、医療人として、病人の治療において適切な役
割を果たせるようになるために必要な、基本的な臨床医学の知識と考え
方を身につけることを目的としている。薬学部６年制の「薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「C７ 人体の成り立ちと
生体機能の調節」「E 医療薬学」にそって講義する。担当教官が，大学
病院，医・薬学部での診療・研究に従事してきた実務経験を活かし，各
種疾患の最新医療まで講義・解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、て
んかん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神
経症、心身症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法
や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）
(技能)

２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎
症性腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、
および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、
Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、
胆石症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および
診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１
(2-4)、Ｅ２(4)②）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

薬物治療学、病態生理学とも同様な形式で、代表的な疾患についてその
概念、病態生理、臨床症状、診断基準、治療法を、主にプリントを用い
て講義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学およ
び医学生理学的な知識を復習し、参考書で予備的な知識を得ておくこと
が望ましい（30分）。また、講義後は各疾患の病態を充分に理解し、診
断法、治療法および治療薬の用法、用量や副作用対策などの統合的なま
とめを作成するとよい。さらに、講義で習った以外の関連疾患に関して
も、参考書などを利用して学習し、知識を充実させると理解が深まる
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載した領域の疾患について、その病態と治療を正しく理解
し、説明できる能力をどの程度身につけているかを以て評価基準とす
る。期末試験（100％）にて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義で配布するプリント。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

４～６　精神神経疾患（C７(1)④、E１(2-4)、E２(1)、アド
バンスト、村田）

７～１０　消化管疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、ア
ドバンスト、遠城寺）

１１～１４　肝胆膵疾患（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(4)②、
アドバンスト、遠城寺）

１５　総括（C７(1)⑨、E１(2-4)、E２(1)、E２(4)②、アド
バンスト、遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号



2019-9030000704-01病態・薬物治療学Ⅱ「P-a」（科目番号：3M4）

遠城寺　宗近、(村田　雄介)

◎薬  :B-3

1.１．精神神経疾患：代表的な精神神経疾患（脳炎、パーキンソン病、てんか
ん、アルツハイマー病、脳血管疾患、統合失調症、うつ病、不安神経症、心身
症など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法や副作用について
の説明ができる。（Ｃ７(1)④、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(1)）　(B-3)

2.２．消化管疾患：代表的な消化管疾患（逆流性食道炎、消化性潰瘍、炎症性
腸疾患、食道癌、胃癌、大腸癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断
法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２
(4)②）　(B-3)

3.３．肝胆膵疾患：代表的な肝胆膵疾患（肝炎、肝硬変、膵炎、胆管炎、胆石
症、肝癌、膵癌、胆管癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治
療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑨、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)②）
　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000734-01病態・薬物治療学Ⅳ（科目番号：4M2）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

遠城寺　宗近、大江　賢治

◎－－－　一般目標　－－－◎

病態生理学とは、ヒトが病気に侵された時に、全身的あるいは各臓器にど
のような変化が起こるのかを理解し、その病気の原因と病態の発症機構を
解明する学問である。また、薬物治療学とは、各種疾患の診断・治療法お
よび治療薬の適切な選択と副作用対策などを学ぶ学問である。これらの学
問はお互いに深い関係にあるため、単独での講義構成よりも統合的に講義
することが重要と考えられる。
　本講義を含め、病態・薬物治療学Ⅰ～Ⅳを通じて総合的に講義を進めて
いく。これは、医療内容が高度になるにつれて、薬剤師の役割として、医
薬品に関する知識だけでなく、医療現場においても患者の症候、病因、病
態生理、診断、治療法などに関して、より深い知識が要求されるためであ
る。また、チーム医療の一員として、的確な知識のもとで患者への服薬指
導や薬物治療が出来る能力を修得する必要がある。本講義では、臨床薬剤
師として、医療人として、病人の治療において適切な役割を果たせるよう
になるために必要な、基本的な臨床医学の知識と考え方を身につけること
を目的とする。薬学部６年制の「薬学教育モデル・コアカリキュラム（日
本薬学会）」の指針「C７ 人体の成り立ちと生体機能の調節」「E 医療薬
学」にそって講義する。担当教官が，大学病院，医・薬学部での診療・研
究に従事してきた実務経験を活かし，各種疾患の最新医療まで講義・解説
する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．代表的な呼吸器疾患（喘息、慢性閉塞性肺疾患、インフルエンザ、肺
炎、肺塞栓、肺癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療
法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑧、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)
①）(技能)

２．代表的な皮膚・眼・耳鼻咽喉疾患を挙げて、その病態や症状、および
診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑥,⑬、Ｅ１
(2-4)、Ｅ２(6)）(技能)

３．代表的な骨疾患（骨粗鬆症、変形性関節炎など）を挙げて、その病態
や症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７
(1)⑤、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(2)③）(技能)

４．代表的な内分泌疾患（下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎疾患など）、
糖尿病、代謝性疾患（脂質異常症、高尿酸血症、生活習慣病）を挙げて、
その病態や症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができ
る。（Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

薬物治療学、病態生理学とも同様な形式で、代表的な疾患についてその概
念、病態生理、臨床症状、診断基準、治療法を、主にプリントを用いて講
義する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義前には、講義内容に関してのこれまでに習った基本的な薬学および
医学生理学的な知識を復習し、参考書で予備的な知識を得ておくことが望
ましい（30分）。また、講義後は各疾患の病態を充分に理解し、診断法、
治療法および治療薬の用法、用量や副作用対策などの統合的なまとめを作
成するとよい。さらに、講義で習った以外の関連疾患に関しても、参考書
などを利用して学習し、知識を充実させると理解が深まる（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業計画に記載した領域の疾患について、その病態と治療を正しく理解
し、説明できる能力をどの程度身につけているかを以て評価基準とする。
期末試験（100％）にて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義で配布するプリント。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～４　呼吸器疾患（Ｃ７(1)⑧、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)①、
アドバンスト、遠城寺）

５～６　感覚器疾患（Ｃ７(1)⑥,⑬、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(6)、
アドバンスト、遠城寺）

７　骨疾患（Ｃ７(1)⑤、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(2)③、アドバン
スト、遠城寺）

８～１０　内分泌疾患 （Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)、
アドバンスト、大江）

１１～１２　糖尿病（Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)、ア
ドバンスト、大江）

１３～１５　代謝性疾患（Ｃ７(1)⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２
(5)、アドバンスト、大江）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

大江先生担当の講義は、英語にて行う場合があります。



2019-9030000734-01病態・薬物治療学Ⅳ（科目番号：4M2）

遠城寺　宗近、大江　賢治

◎薬  :B-3

1.１．代表的な呼吸器疾患（喘息、慢性閉塞性肺疾患、インフルエンザ、肺
炎、肺塞栓、肺癌など）を挙げて、その病態や症状、および診断法・治療法や
副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑧、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(4)①）　(B-3)

2.２．代表的な皮膚・眼・耳鼻咽喉疾患を挙げて、その病態や症状、および診
断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑥,⑬、Ｅ１(2-4)、
Ｅ２(6)）　(B-3)

3.３．代表的な骨疾患（骨粗鬆症、変形性関節炎など）を挙げて、その病態や
症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)⑤、
Ｅ１(2-4)、Ｅ２(2)③）　(B-3)

4.４．代表的な内分泌疾患（下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎疾患など）、糖
尿病、代謝性疾患（脂質異常症、高尿酸血症、生活習慣病）を挙げて、その病
態や症状、および診断法・治療法や副作用についての説明ができる。（Ｃ７(1)
⑫、Ｅ１(2-4)、Ｅ２(5)）　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000619-01薬学概論「P-a」（科目番号：1S1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬の専門家として薬剤師が果たすべき役割を自覚するため、医療
や社会における薬学の役割や薬剤師の使命、薬学発展の歴史を知
り、薬学部ではどのような知識、技術、態度を取得すれば良いかを
理解し、薬学生としてのモチベーションを高める。病院および薬局
での勤務経験を踏まえて、薬学教育モデルコアカリキュラム（日本
薬学会）の指針「基本事項（A(1)～(5)）」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及
び果たすべき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)
④1～4、A(5)②1・2）(知識・理解)

医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的
資質について説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得
して、社会の薬学的問題点を常に考え、その問題を解決するための
方策を検討する姿勢を身に付ける。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A
(5)②1～2）(態度・志向性)

薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管
理、セルフメディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防
止等のために薬剤師が果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～
7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）(知識・理解)

患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種
協働とチーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割につ
いてについて説明できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）(知識・理解)

生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実
感できる。（A(5)③、A(5)④）(態度・志向性)

言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼ
す心理的要因について概説できる　(A(3)①1～4)(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべ
き倫理規範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)(知識・
理解)

患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について
説明できる。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプロジェクターを用いて講義する。教科書で不十分
な項目については、資料を配布する。指定した教科書を事前に読ん
でおくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業に関連する事項を予習しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズⅡ1　薬学総論Ⅰ．薬剤
師としての基本事項　東京化学同人　2015年　本体4,800円＋税　
ISBN 978-4-8079-1700-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　薬学部のディプロマポリシーと薬学教育の概要、医療
人としての薬剤師の使命及び果たすべき役割（A(5)②1,2、
A(1)①、A(1)②、加留部）
 2　薬学の歴史と薬剤師の役割（A(1)④1～4、加留部）
 3　患者等の心身に及ぼす病気やケアの影響（A(3)②1、緒
方）
 4　多職種協働とチーム医療（A(4)①1～3、緒方）
 5　コミュニケーション（A(3)①1～4、神村）
 6　生涯学習と人材育成（A(5)③、A(5)④、緒方）
 7　医薬品適正使用、セルフメディケーション等における
薬剤師の役割（A(1)②2～7、冨永）
 8　患者安全、薬害の防止に関する薬剤師の役割（A(1)③2
～4,6、冨永）
 9　薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）（A(1)④1～3、冨
永）
10　薬剤師教育の概要（A(5)②1・2、江川）
11　学習の在り方（A(5)①1～5、江川）
12　医療人として（A(1)①1～7、江川）
13　生命倫理（A(2)①1～4、林）
14　医療倫理（A(2)②1～3、林）
15　患者の権利と研究倫理（A(2)③1～4,A(2)④1～3,G(2)
3、林）



2019-9030000619-01薬学概論「P-a」（科目番号：1S1）

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎薬  :A-3,C-1

1.薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及び果たす
べき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)④1～4、A(5)②1・2）
　(A-3)

2.医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的資質につ
いて説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得して、社会の薬学的
問題点を常に考え、その問題を解決するための方策を検討する姿勢を身に付け
る。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A(5)②1～2）　(C-1)

3.薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管理、セルフ
メディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防止等のために薬剤師が
果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）　
(A-3)

4.患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種協働と
チーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割についてについて説明
できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）　(A-3)

5.生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実感でき
る。（A(5)③、A(5)④）　(C-1)

6.言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼす心理的
要因について概説できる　(A(3)①1～4)　(A-3)

7.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべき倫理規
範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)　(A-3)

8.患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について説明でき
る。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）　(A-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000619-02薬学概論「P-b」（科目番号：1S1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

　薬の専門家として薬剤師が果たすべき役割を自覚するため、医療
や社会における薬学の役割や薬剤師の使命、薬学発展の歴史を知
り、薬学部ではどのような知識、技術、態度を取得すれば良いかを
理解し、薬学生としてのモチベーションを高める。病院および薬局
での勤務経験を踏まえて、薬学教育モデルコアカリキュラム（日本
薬学会）の指針「基本事項（A(1)～(5)）」に沿って講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及
び果たすべき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)
④1～4、A(5)②1・2）(知識・理解)

医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的
資質について説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得
して、社会の薬学的問題点を常に考え、その問題を解決するための
方策を検討する姿勢を身に付ける。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A
(5)②1～2）(態度・志向性)

薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管
理、セルフメディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防
止等のために薬剤師が果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～
7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）(知識・理解)

患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種
協働とチーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割につ
いてについて説明できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）(知識・理解)

生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実
感できる。（A(5)③、A(5)④）(態度・志向性)

言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼ
す心理的要因について概説できる　(A(3)①1～4)(知識・理解)

生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべ
き倫理規範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)(知識・
理解)

患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について
説明できる。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）(知識・理解)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書およびプロジェクターを用いて講義する。教科書で不十分
な項目については、資料を配布する。指定した教科書を事前に読ん
でおくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業に関連する事項を予習しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本薬学会編：スタンダード薬学シリーズⅡ1　薬学総論Ⅰ．薬剤
師としての基本事項　東京化学同人　2015年　本体4,800円＋税　
ISBN 978-4-8079-1700-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　薬学部のディプロマポリシーと薬学教育の概要、医療
人としての薬剤師の使命及び果たすべき役割（A(5)②1,2、
A(1)①、A(1)②、加留部）
 2　薬学の歴史と薬剤師の役割（A(1)④1～4、加留部）
 3　患者等の心身に及ぼす病気やケアの影響（A(3)②1、緒
方）
 4　多職種協働とチーム医療（A(4)①1～3、緒方）
 5　コミュニケーション（A(3)①1～4、神村）
 6　生涯学習と人材育成（A(5)③、A(5)④、緒方）
 7　医薬品適正使用、セルフメディケーション等における
薬剤師の役割（A(1)②2～7、冨永）
 8　患者安全、薬害の防止に関する薬剤師の役割（A(1)③2
～4,6、冨永）
 9　薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）（A(1)④1～3、冨
永）
10　薬剤師教育の概要（A(5)②1・2、江川）
11　学習の在り方（A(5)①1～5、江川）
12　医療人として（A(1)①1～7、江川）
13　生命倫理（A(2)①1～4、林）
14　医療倫理（A(2)②1～3、林）
15　患者の権利と研究倫理（A(2)③1～4,A(2)④1～3,G(2)
3、林）



2019-9030000619-02薬学概論「P-b」（科目番号：1S1）

神村　英利、加留部　善晴、江川　孝、緒方　憲太郎、冨永　宏治、林　稔展

◎薬  :A-3,C-1

1.薬学の歴史、薬学教育の概要および医療人としての薬剤師の使命及び果たす
べき役割について説明できる。（A(1)①、A(1)②、A(1)④1～4、A(5)②1・2）
　(A-3)

2.医療人としての基本姿勢を獲得し、薬剤師として求められる基本的資質につ
いて説明できるようになり、科学者としての謙虚さを取得して、社会の薬学的
問題点を常に考え、その問題を解決するための方策を検討する姿勢を身に付け
る。（A(1)①1～7、A(5)①1～5、A(5)②1～2）　(C-1)

3.薬剤師の役割の変遷（医薬分業等）、医薬品の適正使用、健康管理、セルフ
メディケーション、薬物乱用防止、患者安全と薬害の防止等のために薬剤師が
果たすべき役割を説明できる。（A(1)②2～7、A(1)③2～4・6、A(1)④1～3）　
(A-3)

4.患者、家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気やケアの影響、多職種協働と
チーム医療における薬剤師、各職種、患者・家族の役割についてについて説明
できる。（A(3)②1、A(4)①1～3）　(A-3)

5.生涯学習の必要性を説明でき、次世代を担う人材育成の重要性を実感でき
る。（A(5)③、A(5)④）　(C-1)

6.言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係に影響を及ぼす心理的
要因について概説できる　(A(3)①1～4)　(A-3)

7.生命の尊厳、生命倫理の諸原則、医療倫理および薬剤師が遵守すべき倫理規
範について説明できる。(A(2)①1～4、A(2)②1～3)　(A-3)

8.患者の権利の重要性を理解し、臨床研究における倫理規範について説明でき
る。（A(2)③1～4、A(2)④1～3、G(2)3）　(A-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000716-02薬学健康管理学「P-b」（科目番号：4Y3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

片岡　泰文、冨永　宏治

◎－－－　一般目標　－－－◎

　地域医療の担い手として、医療の仕組みを理解し地域の保健・医療に
貢献できるようになるために、社会保障制度、OTC医薬品及びセルフメ
ディケーションに関する基本的知識を修得する。併せて、薬学的健康管
理の実施に必要な情報を自ら収集するための基本的事項を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「A 基本事項（A(1)(2）)」「B 薬学と社会（B(3)(4)）」、「E2 薬理・病
態・薬物治療(E2(9))」及び「F 薬学臨床(1)(2)(4)(5)」にそって講義する。
また、病院や薬局での実務経験を活かし、健康の維持増進及び疾患の予
防に関する実践的な取り組みについて例示・解説することにより、臨床
的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説でき
る。（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）(技能)

医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明で
きる。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)(態度・志向性)

医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)
①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)(技能)

地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)
1,2,6,7, F(5)④1)(態度・志向性)

地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説
できる。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)(技能)

以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説
明できる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、
便秘、眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）(技能)

上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙
げ、患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。
　医療の仕組みに関する制度が改正される項目および教科書で不十分な
項目については、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の
内容を理解し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「医療の仕組み」及び「ＯＴＣ医薬品」に関する到達目標をどの程度
まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで論述できるかを評
価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学健康管理学テキスト（応用薬剤学教室・臨床薬学教室　編）
ＯＴＣ医薬品学―薬剤師にできるプライマリ・ケア　（渡辺健三他編
集）（南江堂2016年、3,600円＋税、ISBN：978-4-524-40331-8）
　（＊平成25年度改訂版薬学教育モデル・コアカリキュラム　準拠）

◎－－－　参考書　－－－◎

アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断－症状の鑑別からトリアージま
で－　ISBN 978-4-525-70291-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　医療の仕組み(1): 医療提供体制
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5, 片岡）
2.　医療の仕組み(2): 医療保障制度
（B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2, 片岡）
3.　医療の仕組み(3): 医薬分業と薬局業務運営
（A(1)③3,④3, B(4)①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(4)①3, F
(5)①1-3, 冨永）
4.　医療の仕組み(4): 保険薬局関連規則・調剤報酬　
(B(3)①3,6,7, F(2)①4, 冨永）
5.　地域薬局：健康管理・セルフメディケーションとOTC
医薬品
（A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7, F(5)②1,2,③4,④1, 冨永）
6.　OTC医薬品(1)：解熱鎮痛薬、外用鎮痛消炎薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
7.　OTC医薬品(2)：鼻炎用薬
（E2(9)3-5,8,F(5)③2,3, 片岡）　
8.　OTC医薬品(3)：鎮咳去痰薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
9.　OTC医薬品(4)：かぜ薬
（E2(9)3-5,8, E1(2)①1, F(5)③2,3, 片岡）
10.　トピックス・まとめ(1): 最近登場したOTC医薬品
（アドバンスト, 片岡）
11.　OTC医薬品(5)：胃腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
12.　OTC医薬品(6)：止瀉薬、整腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
13.　OTC医薬品(7)：瀉下薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
14.　OTC医薬品(8)：眼科用薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
15.　トピックス・まとめ(2): 健康保持・促進のアイテムと
医療機器
（アドバンスト, 冨永）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学疾患管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000716-02薬学健康管理学「P-b」（科目番号：4Y3）

片岡　泰文、冨永　宏治

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説できる。
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）　(B-4)

2.医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明でき
る。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)　(C-1)

3.医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)①1-3,
B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)　(B-4)

4.地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7,
F(5)④1)　(C-4)

5.地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説でき
る。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)　(B-4)

6.以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説明で
きる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、便秘、
眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）　(B-4)

7.上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙げ、
患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000716-01薬学健康管理学「P-a」（科目番号：4Y3）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

片岡　泰文、冨永　宏治

◎－－－　一般目標　－－－◎

　地域医療の担い手として、医療の仕組みを理解し地域の保健・医療に
貢献できるようになるために、社会保障制度、OTC医薬品及びセルフメ
ディケーションに関する基本的知識を修得する。併せて、薬学的健康管
理の実施に必要な情報を自ら収集するための基本的事項を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針
「A 基本事項（A(1)(2）)」「B 薬学と社会（B(3)(4)）」、「E2 薬理・病
態・薬物治療(E2(9))」及び「F 薬学臨床(1)(2)(4)(5)」にそって講義する。
また、病院や薬局での実務経験を活かし、健康の維持増進及び疾患の予
防に関する実践的な取り組みについて例示・解説することにより、臨床
的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説でき
る。（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）(技能)

医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明で
きる。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)(態度・志向性)

医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)
①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)(技能)

地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)
1,2,6,7, F(5)④1)(態度・志向性)

地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説
できる。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)(技能)

以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説
明できる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、
便秘、眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）(技能)

上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙
げ、患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。
　医療の仕組みに関する制度が改正される項目および教科書で不十分な
項目については、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の
内容を理解し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「医療の仕組み」及び「ＯＴＣ医薬品」に関する到達目標をどの程度
まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで論述できるかを評
価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学健康管理学テキスト（応用薬剤学教室・臨床薬学教室　編）
ＯＴＣ医薬品学―薬剤師にできるプライマリ・ケア　（渡辺健三他編
集）（南江堂2016年、3,600円＋税、ISBN：978-4-524-40331-8）
　（＊平成25年度改訂版薬学教育モデル・コアカリキュラム　準拠）

◎－－－　参考書　－－－◎

アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断－症状の鑑別からトリアージま
で－　ISBN 978-4-525-70291-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　医療の仕組み(1): 医療提供体制
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5, 片岡）
2.　医療の仕組み(2): 医療保障制度
（B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2, 片岡）
3.　医療の仕組み(3): 医薬分業と薬局業務運営
（A(1)③3,④3, B(4)①1-3, B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(4)①3, F
(5)①1-3, 冨永）
4.　医療の仕組み(4): 保険薬局関連規則・調剤報酬　
(B(3)①3,6,7, F(2)①4, 冨永）
5.　地域薬局：健康管理・セルフメディケーションとOTC
医薬品
（A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7, F(5)②1,2,③4,④1, 冨永）
6.　OTC医薬品(1)：解熱鎮痛薬、外用鎮痛消炎薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
7.　OTC医薬品(2)：鼻炎用薬
（E2(9)3-5,8,F(5)③2,3, 片岡）　
8.　OTC医薬品(3)：鎮咳去痰薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 片岡）
9.　OTC医薬品(4)：かぜ薬
（E2(9)3-5,8, E1(2)①1, F(5)③2,3, 片岡）
10.　トピックス・まとめ(1): 最近登場したOTC医薬品
（アドバンスト, 片岡）
11.　OTC医薬品(5)：胃腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
12.　OTC医薬品(6)：止瀉薬、整腸薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
13.　OTC医薬品(7)：瀉下薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
14.　OTC医薬品(8)：眼科用薬
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3, 冨永）
15.　トピックス・まとめ(2): 健康保持・促進のアイテムと
医療機器
（アドバンスト, 冨永）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学疾患管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000716-01薬学健康管理学「P-a」（科目番号：4Y3）

片岡　泰文、冨永　宏治

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.社会保障制度における医療保険制度と介護保険制度の仕組みを概説できる。
（A(2)③3,4, B(3)①1,2,5,7, F(1)③5）　(B-4)

2.医療提供体制と医療保障制度の現状と課題に関する基本的事項を説明でき
る。(B(3)①4, B(4)②1,2,4, F(4)②1,2)　(C-1)

3.医薬分業の仕組みと意義を説明できる。（A(1)③3,④3, B(3)①3,6,7, B(4)①1-3,
B(4)②1-5, F(1)③13,14, F(2)①4, F(4)①3,F(5)①1-3)　(B-4)

4.地域における薬局の機能と業務を説明できる。(A(1)②6, B4①4-6, E2(9)1,2,6,7,
F(5)④1)　(C-4)

5.地域住民のセルフメディケーションのために薬剤師が果たす役割を概説でき
る。(A(1)②6,B4①4-6,E2(9)1,2,6,7,F(5)②1,2,③4)　(B-4)

6.以下の疾患・症候に対するＯＴＣ医薬品の含有成分・作用・副作用を説明で
きる。
　発熱、痛み、かゆみ、鼻炎、咳・痰、風邪、腹痛、食欲不振、下痢、便秘、
眼の充血・炎症
（E2(9)3-5,8, F(5)③2,3）　(B-4)

7.上記の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙げ、
患者情報をもとに疾患を推測できる。(E(2)⑨3,4)　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000725-02薬学疾患管理学「P-b」（科目番号：4Y4）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　チーム医療を担う薬剤師として患者の薬学管理を実践することができるようにな
るために、処方解析の方法、副作用・相互作用モニタリングの方法及び問題志向型
システムの活用に関する基本的知識と技能を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針「E1 薬の
作用と体の変化(E1(4))」、「E3 薬物治療に役立つ情報（E3(2)）」及び「F 薬学臨
床(F(1)(2)(3))」にそって講義する。また、病院での実務経験を活かし、薬剤師によ
る治療支援の実践的な取り組みについて例示・解説し、臨床的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義を説
明できる。
（F(2)②3-5）(技能)

【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品名、
分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）(態度・志向性)

3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) (技能)

【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携につ
いて概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）(態度・志向性)

5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、その原因
とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)(態度・志向性)

【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定される原
因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内分泌
系
(E1(4)1-3) (技能)

7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)(態度・志向性)

【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明できる。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)(技能)

9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施できる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項目につい
ては、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の内容を理解
し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「処方せんと調剤」、「薬科処方解析」、「医療の安全管理」及び「薬学管理」
に関する到達目標をどの程度まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで
論述できるかを評価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成
績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学疾患管理学テキスト（薬学疾患管理学講座　編）
第十四改訂　調剤指針　増補版（日本薬剤師会　編）（薬事日報社　
ISBN：978-4-8408-1342-6）

◎－－－　参考書　－－－◎

調剤学総論　改訂12版　ISBN 978-4-525-77232-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　調剤工程の概要
（F(1)③1,2, 片岡）

2.　処方と調剤(1)：処方の構成、処方鑑査の基本
（F(2)②3-5, 片岡）

3.　処方と調剤(2)：処方鑑査の実際
（F(2)②3-5, 片岡）

4.　薬科処方解析(1)：パーキンソン病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

5.　薬科処方解析(2)：気管支喘息
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

6.　薬科処方解析(3)：糖尿病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

7.　薬科処方解析(4)：脂質異常症
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

8.　処方と調剤(3)：鑑査と疑義照会の徹底
（F(2)②3-6,F(4)①1, 林）

9.　処方と調剤(4)：調剤工程の注意点
(F(2)⑥1,3, 林）

10.　副作用・相互作用モニタリング(1)：症例解析
(E1(4)1-3, 片岡）

11.　副作用・相互作用モニタリング(2)：方法
(F(3)④1,片岡）

12.　副作用・相互作用モニタリング(3):最近の話題
(アドバンスト,古賀）
13. 問題志向型システム(1)：理論と構造 (E3(2)①1,2,
②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

14.　問題志向型システム(2)：方法
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

15.　問題志向型システム(3)：演習及び講義まとめ
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④8,F(3)④1,3,片岡・今給黎・林）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学健康管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000725-02薬学疾患管理学「P-b」（科目番号：4Y4）

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義
を説明できる。
（F(2)②3-5）　(B-4)

2.【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品
名、分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）　(C-4)

3.3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) 　(B-4)

4.【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携
について概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）　(C-1)

5.5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、そ
の原因とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)　(C-1)

6.【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定され
る原因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内
分泌系
(E1(4)1-3) 　(B-4)

7.7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)　(C-1)

8.【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明でき
る。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)　(B-4)

9.9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施で
きる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000725-01薬学疾患管理学「P-a」（科目番号：4Y4）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎－－－　一般目標　－－－◎

　チーム医療を担う薬剤師として患者の薬学管理を実践することができるようにな
るために、処方解析の方法、副作用・相互作用モニタリングの方法及び問題志向型
システムの活用に関する基本的知識と技能を修得する。
　薬学部6年制の「薬学教育モデルカリキュラム（日本薬学会）」の指針「E1 薬の
作用と体の変化(E1(4))」、「E3 薬物治療に役立つ情報（E3(2)）」及び「F 薬学臨
床(F(1)(2)(3))」にそって講義する。また、病院での実務経験を活かし、薬剤師によ
る治療支援の実践的な取り組みについて例示・解説し、臨床的理解を促す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義を説
明できる。
（F(2)②3-5）(技能)

【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品名、
分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）(態度・志向性)

3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) (技能)

【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携につ
いて概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）(態度・志向性)

5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、その原因
とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)(態度・志向性)

【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定される原
因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内分泌
系
(E1(4)1-3) (技能)

7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)(態度・志向性)

【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明できる。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)(技能)

9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施できる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　教科書に準拠しパワーポイントを用いて講義する。教科書で不十分な項目につい
ては、資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配布資料あるいはテキストの講義範囲を事前に把握しておく。講義の内容を理解
し、要点を箇条書きにしたノートの作成を勧める。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　「処方せんと調剤」、「薬科処方解析」、「医療の安全管理」及び「薬学管理」
に関する到達目標をどの程度まで修得しているか、また、その知識をどの程度まで
論述できるかを評価基準とする。定期試験（9割）とミニッツペーパー（1割）の成
績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学疾患管理学テキスト（薬学疾患管理学講座　編）
第十四改訂　調剤指針　増補版（日本薬剤師会　編）（薬事日報社　
ISBN：978-4-8408-1342-6）

◎－－－　参考書　－－－◎

調剤学総論　改訂12版　ISBN 978-4-525-77232-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　調剤工程の概要
（F(1)③1,2, 片岡）

2.　処方と調剤(1)：処方の構成、処方鑑査の基本
（F(2)②3-5, 片岡）

3.　処方と調剤(2)：処方鑑査の実際
（F(2)②3-5, 片岡）

4.　薬科処方解析(1)：パーキンソン病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

5.　薬科処方解析(2)：気管支喘息
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 片岡）

6.　薬科処方解析(3)：糖尿病
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

7.　薬科処方解析(4)：脂質異常症
（F(1)③2,7,F(2)②1, F(2)③2,8, F(3)③1,8-10, 今給黎）

8.　処方と調剤(3)：鑑査と疑義照会の徹底
（F(2)②3-6,F(4)①1, 林）

9.　処方と調剤(4)：調剤工程の注意点
(F(2)⑥1,3, 林）

10.　副作用・相互作用モニタリング(1)：症例解析
(E1(4)1-3, 片岡）

11.　副作用・相互作用モニタリング(2)：方法
(F(3)④1,片岡）

12.　副作用・相互作用モニタリング(3):最近の話題
(アドバンスト,古賀）
13. 問題志向型システム(1)：理論と構造 (E3(2)①1,2,
②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

14.　問題志向型システム(2)：方法
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,8,F(3)④1,3, 林）

15.　問題志向型システム(3)：演習及び講義まとめ
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④8,F(3)④1,3,片岡・今給黎・林）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　４年次後期の「実務実習事前学習」、５年次の実務実習
を円滑に行うために、本科目のほか「薬学健康管理学」お
よび「調剤学総論」も修得することが望ましい。



2019-9030000725-01薬学疾患管理学「P-a」（科目番号：4Y4）

片岡　泰文、今給黎　修、林　稔展、（古賀　允久）

◎薬  :B-4,C-1,C-4

1.【処方せんと調剤】
1.　処方せんの様式と必要記載事項、記載方法を列挙し、処方せん監査の意義
を説明できる。
（F(2)②3-5）　(B-4)

2.【薬科処方解析】
2.　以下の疾患の代表的な処方せん例に記載された処方薬の妥当性を、医薬品
名、分量、用量、薬物相互作用などの知識に基づいて説明できる。
パーキンソン病、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症
（F(2)②1, F(2)③2, F(3)③1,8-10）　(C-4)

3.3.　上記の処方せん例について調剤手順と服薬指導の要点を説明できる。
(F(1)③2,7, F(2)③2,8) 　(B-4)

4.【医療の安全管理】
4.　疑義照会の意義と処方せんの問題点を解決するための薬剤師と医師の連携
について概説できる。
（F(2)②3-6、 F(4)①1）　(C-1)

5.5.　薬剤師業務の中で発生しやすい調剤ミス、調剤過誤の事例を列挙し、そ
の原因とそれを回避するための具体策を説明できる。
(F(2)⑥1,3)　(C-1)

6.【薬学管理：副作用・相互作用モニタリング】
6.　以下の臓器・組織に障害を呈する代表的な副作用疾患について、推定され
る原因医薬品、身体所見、検査所見および対処方法を説明できる。
皮膚、血液系、呼吸器、腎臓、肝臓、循環器、消化器、精神神経系、筋肉、内
分泌系
(E1(4)1-3) 　(B-4)

7.7.　副作用モニタリングの工程について代表的医薬品を挙げ説明できる。
(F(3)④1,4)　(C-1)

8.【薬学管理：問題志向型システム】
8.　問題志向型システム (POS) の定義、構成要素、経過記録について説明でき
る。
(E3(2)①1,2,②1-4,F(2)④7,F(3)④1,3)　(B-4)

9.9.　模擬症例について問題志向型システムによる薬学管理を模擬的に実施で
きる。
(E3(2)①1,2,②1-3,F(2)④8,F(3)④1,3)　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000797-01薬剤師の職能について「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江川　孝、（甲斐　麻美子、中野　貴文）

◎－－－　一般目標　－－－◎

薬剤師の職能については、これまでに学修してきた薬学の知識
を駆使し、病棟業務や在宅医療の実臨床で薬剤師が医師・看護
師と協同で適切な薬物療法を患者に提供するための共通の知
識・技能・態度の習得することを目標とする。また、本演習で
は、薬物治療における副作用モニタリングのための知識を復習
し、医薬品適正使用のためのフィジカルアセスメントに関する
技能・態度を習得する。本演習は、薬学部6年制の「薬学教育
モデル・コアカリキュラム（日本薬学会）」の指針「F薬学臨
床[F(3)-(5)]」に沿って行う。担当教員の実務経験から得られた
具体的な知見を講義のテーマにあわせて紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フィジカルアセスメントの意義を説明できる。(知識・理解)

代表的な医薬品の副作用による症状を列挙できる。(技能)

フィジカルイグザミネーションに必要な知識・技能・態度を説
明できる。(知識・理解)

模擬患者の状態を系統的に観察し、正常もしくは異常を判断で
きる。(技能)

フィジカルアセスメントから得られた情報をもとに受診勧奨が
できる。(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

本演習は、これまで学んだ適切な薬物療法を提供するための知
識を駆使してPBL型演習を行う。医師・看護師・薬剤師に共通
の知識・技能・態度を習得することを目標にしているので、演
習に必要な科目の教科書を読んで知識を整理しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習の予習、復習は必須である。薬学的知識のみならず医師・
看護師の職能や法的規制についても理解しておくこと。とくに
演習にて習得した技能は復習することを推奨する（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

問題解決のためのパフォーマンス（70％）及び成果報告
（30％）をルーブリック評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

追加の資料は適宜配付する

◎－－－　参考書　－－－◎

フィジカルアセスメントガイドブック　ISBN
978-4-260-01384-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. フィジカルアセスメント概論（江川・甲斐・中野）
2. 問診（江川・甲斐・中野）
3. バイタルサイン（江川・甲斐・中野）
4. フィジカルイグザミネーション（江川・甲斐・中
野）
5. 循環器系のフィジカルアセスメント －血圧－（江
川・甲斐・中野）
6. 循環器系のフィジカルアセスメント －心電図－（江
川・甲斐・中野）
7. 循環器系のフィジカルアセスメント －心音－（江
川・甲斐・中野）
8. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －呼吸様式－
（江川・甲斐・中野）
9. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －呼吸回数－
（江川・甲斐・中野）
10. 呼吸器系のフィジカルアセスメント －肺雑音－
（江川・甲斐・中野）
11. 浮腫のアセスメント（江川・甲斐・中野）
12. セルフメディケーションのアルゴリズム（江川・甲
斐・中野）
13. PBL演習・ロールプレイ（江川・甲斐・中野）
14. PBL演習・SOAP作成（江川・甲斐・中野）
15. PBL演習・症例の解説（江川・甲斐・中野）
16. PBL演習（疼痛管理）・ロールプレイ（江川・甲
斐・中野）
17. PBL演習・SOAP作成（江川・甲斐・中野）
18. PBL演習・症例の解説（江川・甲斐・中野）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修者の定員を24名程度とし、履修希望者が定員を超え
た場合は、GPAを参考に選考する。また、履修登録者の服
装は、Tシャツもしくは薄手の開襟シャツ、パンツスタイ
ルもしくはハーフパンツおよび脱ぎ履きのし易い履物が望
ましい。



2019-9030000797-01薬剤師の職能について「13台以降」

江川　孝、（甲斐　麻美子、中野　貴文）

◎薬

1.フィジカルアセスメントの意義を説明できる。　(A-2)

2.代表的な医薬品の副作用による症状を列挙できる。　(B-2)

3.フィジカルイグザミネーションに必要な知識・技能・態度を説明できる。　
(A-2)

4.模擬患者の状態を系統的に観察し、正常もしくは異常を判断できる。　(B-2)

5.フィジカルアセスメントから得られた情報をもとに受診勧奨ができる。　
(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000717-01薬事関係法規論「P-a」（科目番号：4R1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　社会において薬剤師が果たすべき責任、義務等を正しく理解で
きるようになるために薬学を取り巻く法律、制度、経済及び薬局
業務に関する基本的知識を修得し、それらを活用するための基本
的技能と態度を身につける。薬学教育モデルコアカリキュラム
（日本薬学会）の指針「B 社会と薬学」に沿って、病院での勤務
経験を基に法の目的と内容、制定された経緯、医療現場における
運用状況を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)
③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8(態度・志向性)

日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)
1-2・4、B(3)②1-3、アドバンスト(技能)

医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義お
よび血液供給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト(技能)

薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3(態度・志向性)

医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)
②1・4-9(技能)

健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10(技能)

管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3(技
能)

医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)
①4-6、B(3)①3・5-7、アドバンスト(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主に指定教科書を使った講義形式で行なう。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと（30分）。
　CBT対策問題集等を用いて、授業内容を復習しておくこと（30
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「わかりやすい薬事関係法規・制度」第4版、廣川書店、2015
年、ISBN：978-4-567-01652-0、4,500円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

CBT対策と演習　薬事関係法規・制度第2版　ISBN
978-4-567-71271-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　法規・倫理・責任（A(1)③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A
(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8、神村）
 2　医療制度・医療経済（B(3)1-2・4、B
(3)②1-3、アドバンスト、神村）
 3　医薬品開発・血液供給体制（A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト、神村）
 4　薬剤師法（B(2)①2、神村）
 5　薬剤師法（B(2)①3、神村）
 6　医薬品医療機器等法（B(2)②1・6-7①、松尾）
 7　医薬品医療機器等法（B(2)②4・8-9、松尾）
 8　医薬品医療機器等法（B(2)②5、松尾）
 9　医薬品医療機器総合機構法（B(2)②10、松尾）
10　医療法（B(2)①4-6、松尾）
11　保険関係法令（B(3)①3・5、松尾）
12　保険関係法令（B(3)①6-7、アドバンスト、松尾）
13　麻薬及び向精神薬取締法（B(2)③1、神村）
14　覚醒剤等の取締法（B(2)③2、神村）
15　毒物及び劇物取締法（B(2)③3、神村）



2019-9030000717-01薬事関係法規論「P-a」（科目番号：4R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :B-4,C-4

1.薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)③2、A(2)
②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8　(C-4)

2.日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)1-2・4、B(3)
②1-3、アドバンスト　(B-4)

3.医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義および血液供
給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)②2-3・11、アドバンスト　(B-4)

4.薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3　(C-4)

5.医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)②1・4-9　(B-4)

6.健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10　(B-4)

7.管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3　(B-4)

8.医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)①4-6、B(3)
①3・5-7、アドバンスト　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000717-02薬事関係法規論「P-b」（科目番号：4R1）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　社会において薬剤師が果たすべき責任、義務等を正しく理解で
きるようになるために薬学を取り巻く法律、制度、経済及び薬局
業務に関する基本的知識を修得し、それらを活用するための基本
的技能と態度を身につける。薬学教育モデルコアカリキュラム
（日本薬学会）の指針「B 社会と薬学」に沿って、病院での勤務
経験を基に法の目的と内容、制定された経緯、医療現場における
運用状況を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)
③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8(態度・志向性)

日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)
1-2・4、B(3)②1-3、アドバンスト(技能)

医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義お
よび血液供給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト(技能)

薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3(態度・志向性)

医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)
②1・4-9(技能)

健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10(技能)

管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3(技
能)

医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)
①4-6、B(3)①3・5-7、アドバンスト(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主に指定教科書を使った講義形式で行なう。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと（30分）。
　CBT対策問題集等を用いて、授業内容を復習しておくこと（30
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「わかりやすい薬事関係法規・制度」第4版、廣川書店、2015
年、ISBN：978-4-567-01652-0、4,500円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

CBT対策と演習　薬事関係法規・制度第2版　ISBN
978-4-567-71271-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　法規・倫理・責任（A(1)③2、A(2)②1-2、A(2)③2、A
(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8、神村）
 2　医療制度・医療経済（B(3)1-2・4、B
(3)②1-3、アドバンスト、神村）
 3　医薬品開発・血液供給体制（A(1)②4-5、B(2)
②2-3・11、アドバンスト、神村）
 4　薬剤師法（B(2)①2、神村）
 5　薬剤師法（B(2)①3、神村）
 6　医薬品医療機器等法（B(2)②1・6-7①、松尾）
 7　医薬品医療機器等法（B(2)②4・8-9、松尾）
 8　医薬品医療機器等法（B(2)②5、松尾）
 9　医薬品医療機器総合機構法（B(2)②10、松尾）
10　医療法（B(2)①4-6、松尾）
11　保険関係法令（B(3)①3・5、松尾）
12　保険関係法令（B(3)①6-7、アドバンスト、松尾）
13　麻薬及び向精神薬取締法（B(2)③1、神村）
14　覚醒剤等の取締法（B(2)③2、神村）
15　毒物及び劇物取締法（B(2)③3、神村）



2019-9030000717-02薬事関係法規論「P-b」（科目番号：4R1）

神村　英利、松尾　宏一

◎薬  :B-4,C-4

1.薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(1)③2、A(2)
②1-2、A(2)③2、A(2)④1、B(1)4B(2)①1
B(2)①7-8　(C-4)

2.日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。B(3)1-2・4、B(3)
②1-3、アドバンスト　(B-4)

3.医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義および血液供
給体制について概説できる。A(1)②4-5、B(2)②2-3・11、アドバンスト　(B-4)

4.薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3　(C-4)

5.医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)②1・4-9　(B-4)

6.健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10　(B-4)

7.管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3　(B-4)

8.医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)①4-6、B(3)
①3・5-7、アドバンスト　(B-4)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000792-01薬事・医事関係法規特別講義

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：後日発表　　

神村　英利、松尾　宏一

◎－－－　一般目標　－－－◎

　社会において薬剤師が果たすべき責任、義務等を正しく理解
できるようになるために薬学を取り巻く法律、制度、経済及び
薬局業務に関する基本的知識を修得し、それらを活用するため
の基本的技能と態度を身につける。薬学教育モデルコアカリ
キュラム（日本薬学会）の指針「B 社会と薬学」に沿って、病
院での勤務経験を基に各法令の医療現場における運用状況を中
心に講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(2)
②1-3、A(2)④1-2、B(2)①1・7-8、アドバンスト(態度・志向性)

日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。A
(1)②6、B(3)①1-2・4、B(3)②1-3、B(4)①1-4・6(技能)

医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義
および血液供給体制について概説できる。A(1)②5、B(2)
②2-3・11(知識・理解)

薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3(知識・理解)

医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)
②1・4-9(知識・理解)

健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10(知識・理解)

管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3
(知識・理解)

医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)
①4-6、B(3)①3・5-6、B(4)①5、B(4)②1-5、アドバンスト(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

　主に指定教科書を使った講義形式で行なう。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んでおくこと（30分）。
　国家試験対策問題集等を用いて、授業内容を復習しておくこ
と（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の到達度を定期試験で評価する（100％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「わかりやすい薬事関係法規・制度」第4版、廣川書店、2015
年、ISBN：978-4-567-01652-0、4,500円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　法規・倫理・責任（A(2)②1-3、A(2)④1-2、B(2)
①1・7-8、アドバンスト、神村）
 2　医療制度・医療経済（A(1)②6、B(3)①1-2・4、B(3)
②1-3、B(4)①1-4・6、神村）
 3　医薬品開発・血液供給体制（A(1)②5、B(2)
②2-3・11、神村）
 4　薬剤師法（B(2)①2、神村）
 5　薬剤師法（B(2)①3、神村）
 6　医薬品医療機器等法（B(2)②1・6-7、松尾）
 7　医薬品医療機器等法（B(2)②4・8-9、松尾）
 8　医薬品医療機器等法（B(2)②5、松尾）
 9　医薬品医療機器総合機構法（B(2)②10、松尾）
10　医療法（B(2)①4-6、松尾）
11　保険関係法令（B(3)①3・5-6、B(4)①5、松尾）
12　保険関係法令（B(4)②1-5、アドバンスト、松尾）
13　麻薬及び向精神薬取締法（B(2)③1、神村）
14　覚醒剤等の取締法（B(2)③2、神村）
15　毒物及び劇物取締法（B(2)③3、神村）



2019-9030000792-01薬事・医事関係法規特別講義

神村　英利、松尾　宏一

◎薬

1.薬剤師に関連する法令、倫理、責任について概説できる。A(2)②1-3、A(2)
④1-2、B(2)①1・7-8、アドバンスト　(C-1)

2.日本の社会保障制度と医療経済の特徴について説明できる。A(1)②6、B(3)
①1-2・4、B(3)②1-3、B(4)①1-4・6　(B-2)

3.医薬品開発におけるレギュラトリーサイエンスの必要性と意義および血液供
給体制について概説できる。A(1)②5、B(2)②2-3・11　(A-3)

4.薬剤師法の主な法令を説明できる。B(2)①2-3　(A-2)

5.医薬品医療機器等法の主な法令について説明できる。B(2)②1・4-9　(A-2)

6.健康被害救済制度について説明できる。B(2)②10　(A-2)

7.管理薬の取り扱いに係る規定について説明できる。B(2)③1-3　(A-2)

8.医療・介護を提供するための法令について説明できる。B(2)①4-6、B(3)
①3・5-6、B(4)①5、B(4)②1-5、アドバンスト　(B-2)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000796-01薬科処方解析学「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江川　孝、首藤 英樹、冨永 宏治、林　稔展

◎－－－　一般目標　－－－◎

これまでに学習した薬物動態学・薬力学・薬学疾患管理学の知識
と実務実習での経験を統合して、模擬症例で設定された課題を多
面的に解析することにより、医薬品適正使用や安全な薬物療法を
支援するための問題認識能力と問題解決能力を身につける。
薬学部6年制の「薬学教育モデルコアカリキュラム（日本薬学
会）」の指針「E1薬の作用と体の変化(1)-(4)」および「F薬学臨
床(2)-(3）」にそって講義する。担当教員の実務経験から得られ
た具体的な知見を講義のテーマにあわせて紹介する

◎－－－　到達目標　－－－◎

模擬症例について、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、身体所見、
検査所見、処方内容などから、症例の全体像を説明できる。(E1
(2)①1,F(3)①1-3）(知識・理解)

当該疾患・病態の定義、診断基準、予後および標準的な治療法に
ついて説明できる。(E1(3)1-2）(知識・理解)

当該疾患・病態および薬物療法の評価に関して必要な自覚的所
見、他覚的所見および検査法について説明できる。(F(3)①1-3,
④1-2）(知識・理解)

処方薬剤の目的・意義などについて説明できる。(E1(1)①7,F(2)
②1,F(3)③1-2）(技能)

薬剤師の立場からの患者教育・患者指導について説明できる。(F
(2)④5-6,F(3)③3）(技能)

薬物治療上の問題点を抽出し、対処法を提案できる。(E1(1)
①7-8,(4)1-3,F(2)②2-5,F(3)③3,④3）(技能)

◎－－－　学習方法　－－－◎

教科書に準拠し重要ポイントについて講義する。教科書で不十分
な項目については資料を配布する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に実務実習で学習した内容を復習するとともに、教科書をよ
く読んで予習しておくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された症例や処方の解析および薬学的問題点について説明で
きること。またその対応策の提案ができることを評価の基準とす
る。
原則として、定期試験１００％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬学生・薬剤師のための処方解析トレーニング帳、門林宗男・前
田初男編著、化学同人、2010年、3000円、
【ISBN978-4-7598-1297-8】

◎－－－　参考書　－－－◎

症例で身につける臨床薬学ハンドブック第2版、越前宏俊・鈴木
孝編集、羊土社、2014年、3500円、【ISBN978-4-7581-0931-4】　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．疾患解析と処方解析（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
２．心臓と血管の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
３．肺と気道の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
４．消化器の疾患（首藤）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
５．肝臓の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
６．腎臓の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
７．尿路の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
８．血液の疾患（林）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
９．脳と神経の疾患（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１０．内分泌代謝性疾患（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１１．皮膚の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１２．骨と関節の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１３．免疫の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１４．感覚器の疾患（冨永）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)
１５．まとめ（江川）
(E1(1)①7-8,(2)①1,(3)1-2,(4)1-3,F(2)②1-5,④5-6,(3)①1-3,
③1-3,④1-3)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

３年次前期の薬物動態理論、３年次後期の臨床薬物動態解
析学、４年次前期の臨床薬物動態学、薬学健康管理学、薬
学疾患管理学、５年次の実務実習事前学習および実務実習
で学んだ内容について、総合的に復習し理解しておくこと
が望ましい。



2019-9030000796-01薬科処方解析学「13台以降」

江川　孝、首藤 英樹、冨永 宏治、林　稔展

◎薬

1.模擬症例について、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、身体所見、検査所見、
処方内容などから、症例の全体像を説明できる。(E1(2)①1,F(3)①1-3）　(A-2)

2.当該疾患・病態の定義、診断基準、予後および標準的な治療法について説明
できる。(E1(3)1-2）　(A-2)

3.当該疾患・病態および薬物療法の評価に関して必要な自覚的所見、他覚的所
見および検査法について説明できる。(F(3)①1-3,④1-2）　(A-2)

4.処方薬剤の目的・意義などについて説明できる。(E1(1)①7,F(2)②1,F(3)
③1-2）　(B-3)

5.薬剤師の立場からの患者教育・患者指導について説明できる。(F(2)④5-6,F(3)
③3）　(B-3)

6.薬物治療上の問題点を抽出し、対処法を提案できる。(E1(1)①7-8,(4)1-3,F(2)
②2-5,F(3)③3,④3）　(B-3)

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



2019-9030000794-01臨床診療科概論「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 6 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：後日発表　　

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎－－－　一般目標　－－－◎

医療薬学の分野では内科系を中心に学んできたが，卒後に関わ
るチーム医療や医薬連携，在宅医療などを考慮すると，実際に
接する疾患は多岐にわたり，各診療科の存在意義，関連疾患に
ついての知識も重要となる．このクラスでは，重要な内科疾患
に加えて幅広い診療科の最新情報を得ることができる，5年次
までの実習経験と照らし合わせて，臨床，チーム医療，最先端
医療等の知識を深めることを目標とする．（Ｅ２、アドバンス
ト）
　担当教官は，大学病院，医歯薬学部での診療・研究に従事し
てきた実務経験を活かし，各種疾患の最先端医療まで講義・解
説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を
習得し、説明できる。（Ｅ２）

２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題
などでは触れられていない最先端医療について見聞し、疾患の
認識を深める。（アドバンスト）

３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解す
る。（アドバンスト）

４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコ
ミュニケーション等に活かす。（アドバンスト）

◎－－－　学習方法　－－－◎

福岡大学病院および福岡大学筑紫病院の各診療科の協力を得
て，主に講義形式で授業を行う．各講義に関連する今までの講
義資料（病態生理学，薬物治療学を中心に）を参照することが
望ましいが．新規の内容が多いので，講義に傾聴することが第
一である．

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：各自の参考書やインターネット等によって，講義が
行われる診療科，疾患について大まかな知識を得ておくと，内
容が理解しやすくなる（30分）．
事後学習：配布資料（プリント），各自の記したノートを再読
し，記憶にとどめるよう努める（30分）．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の内容を学生がどのように感じ，認識しているかを確認す
ることを以て評価する．原則として，毎回提出する講義への感
想を含めた小レポートを5割，定期試験の成績を5割として評価
し，総合的に判断する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回配布するプリント資料を用いる。プリント資料を用いない
講義もある。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は特に指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業内容説明（遠城寺）
２　歯科（アドバンスト、安河内）
３～５　消化器内科（Ｅ２(4)②、アドバンスト、遠城寺）
６、７　循環器内科（Ｅ２(3)①、アドバンスト、安河内）
８、９　腫瘍・血液内科（Ｅ２(3)②、アドバンスト、安河
内）
１０、１１　膠原病・腎臓内科（Ｅ２(2)②、Ｅ２(3)③、
アドバンスト、大江）
１２、１３　心療内科（アドバンスト、遠城寺）
１４～１６　内分泌・代謝内科（Ｅ２(5)、アドバンスト、
大江）
１７　再生医療(アドバンスト、大江）
１８～１９　皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科(Ｅ２(6)、アドバ
ンスト、大江）
２０　精神神経科（Ｅ２(1)、アドバンスト、遠城寺）
２１　呼吸器内科（Ｅ２(4)①、アドバンスト、大江）
２２　総合診療内科（アドバンスト、大江）
２３～２５　小児科（アドバンスト、遠城寺）
２６　ペインクリニック（アドバンスト、遠城寺）
２７　放射線科(アドバンスト、遠城寺）
２８　医療薬学（アドバンスト、大江）
２９　栄養学（アドバンスト、遠城寺）
３０　総括(遠城寺）

（　）内は薬学教育モデル・コアカリキュラムのSBO番号

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画は，日程の都合により順不同であり，内容変更や
臨床診療科概論Ⅱの内容との互換も多い．
3，4年時の病態生理学，薬物治療学をしっかり習得してお
くことが望ましい．



2019-9030000794-01臨床診療科概論「13台以降」

遠城寺　宗近、大江　賢治、安河内　友世

◎薬

1.１．各診療科の重要疾患、話題の疾患について、基本的知識を習得し、説明
できる。（Ｅ２）

2.２．特定の疾患において、これまでの授業、参考書、既出問題などでは触れ
られていない最先端医療について見聞し、疾患の認識を深める。（アドバンス
ト）

3.３．治療法を患者に応じて選択していく重要性について理解する。（アドバ
ンスト）

4.４．現在の医療レベルで到達できる限界を知り、患者とのコミュニケーショ
ン等に活かす。（アドバンスト）

◎　薬学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。　　　　　
　　　　　
A-2　薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解してい
る。
A-4　社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理
解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えてい
る。
B-2　チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
B-3　最適な薬物療法を提案する能力を備えている。   　　　　　　　　
　　　　
B-4　地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えて
いる。　
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
C-2　教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持ってい
る。
C-3　次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。　　　　　
　
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を
持っている。



 

 

 

スポーツ科学部 

 

 



2019-A020000669-01アダプテッドスポーツ演習

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山野　洸平、小牟礼育夫

◎－－－　概要　－－－◎

スポーツは「楽しみ」「気分転換」「仲間づくり」「健康のた
め」「競技として」など様々な目的で行われる。これは障がい
の有無に関わらずスポーツ活動をすることにより精神的・社会
的にも多くの効果をもたらすことができる。この演習では、障
がいの基本内容を理解し、健康や安全を重視するとともに実践
を通してスポーツの喜びや楽しさを体感することでその効果を
理解し、障がいに応じた指導・支援方法を習得する。現場で実
際に携わった事例等を参考に、授業を進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

専門とする障がい者スポーツ（フライングディスク、車いすバ
スケットボール等）の技術構造や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。(技能)

障がい者スポーツを通じてリーダーシップ・コミュニケーショ
ン能力を身につけ、発揮することができる。(技能)

障がい者スポーツを通じて倫理的思考力を身につけ、発揮する
ことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎時間、次の時間の授業内容（公認障がい者スポーツ指導者制
度について、スポーツ指導者に求められるもの、障害者スポー
ツの意義と理念、障がいの理解とスポーツ、障がいに応じたス
ポーツの工夫、全国障害者スポーツ大会等）を伝達するので、
事前に予習をしておくこと。（各30分）また、授業後、テキス
トや資料にて学習した内容を復習しておくこと。（各30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
アダプテッドスポーツのレポート課題について、テキスト等の
十分な情報収集に基づいて自分の見解を明確に記述している
か、を評価の基準とする。
②評価方法
レポート課題（障がい者スポーツの意義と理念、障がい者の理
解とスポーツ、障がいに応じたスポーツの工夫、障がい者との
交流）及び小テストにより評価。
③レポート課題５０％、小テスト５０％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新版障がい者スポーツ指導教本（初級・中級）発行：株式
会社ぎょうせい　編集：（公財）日本障がい者スポーツ協
会　平成２８年４月３０日第１刷発行（定価２，４００円
＋税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．障がい者スポーツに興味・関心のあることが望まし
い。
２．地域の障がい者スポーツ大会や行事、教室及びクラブ
活動に積極的に支援する意欲のあることが望ましい。
３．履修終了後、（公財）日本障がい者スポーツ協会公
認、初級障がい者スポーツ指導員の資格申請をすることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション（講義）（山野）
２．公認障がい者スポーツ指導者制度について（講義）
（山野・小牟礼）
３．障がい者スポーツの意義と理念Ⅰ（講義）（山野・小
牟礼）
４．障がい者スポーツの意義と理念Ⅱ（講義）（山野・小
牟礼）
５．障がい者の理解とスポーツ①[身体]（講義0.5h実践
1h）（山野・小牟礼）
６．障がい者の理解とスポーツ②[身体]（講義0.5h実践
1h）（山野・小牟礼）
７．障がい者の理解とスポーツ③[知的] （講義0.5h実践
1h）（山野・小牟礼）
８．障がい者の理解とスポーツ④[精神]（講義0.5h実践
1h））（山野・小牟礼）
９．障がいに応じたスポーツの工夫①（実践）（山野）
１０．障がいに応じたスポーツの工夫②（実践）（山野）
１１．障がいに応じたスポーツの工夫③（実践）（山野）
１２．障がい者との交流①（実践）（山野）
１３．障がい者との交流②（実践）（山野・小牟礼）
１４．障がい者との交流③（実践）（山野・小牟礼）
１５．全国障害者スポーツ大会の概要①（講義）（山野・
小牟礼）



2019-A020000669-01アダプテッドスポーツ演習

山野　洸平、小牟礼育夫

◎スポ:B-2,B-3,B-4

1.専門とする障がい者スポーツ（フライングディスク、車いすバスケットボー
ル等）の技術構造や指導方法に関する知識や理論に基づいて指導することがで
きる。　(B-2)

2.障がい者スポーツを通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力を身に
つけ、発揮することができる。　(B-3)

3.障がい者スポーツを通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することができ
る。　(B-4)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-2,B-3

1.専門とする障がい者スポーツ（フライングディスク、車いすバスケットボー
ル等）の技術構造や指導方法に関する知識や理論に基づいて指導することがで
きる。　(B-2)

2.障がい者スポーツを通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力を身に
つけ、発揮することができる。　(B-3)

3.障がい者スポーツを通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することができ
る。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000513-01解剖生理学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

岩本　英明、重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

（岩本）
解剖生理学は、人間を対象とするあらゆる学問の基礎を成す。
実際に整形外科医として人体を扱っている経験を活かし、本講
義では人間の形態的な面、機能的な面そして生理的な面の基礎
を講義する。専門的な語彙が多く使われるが、学部生として、
また指導者、研究者になるものとして最低限知っておかなけれ
ばならない事を修得してもらう。講義の進め方は毎時間ごとに
配布するプリントを中心に、重要なところは視覚的に理解を促
すためにスライドやDVDを使用して進めていく。
（重森）
スポーツ科学部の学生として、運動に関与する様々な事項を理
解することは極めて重要である。なかでも解剖学と生理学は、
人の身体の仕組みを知るうえで欠かせない知識である。　人体
を構成する要素で、一定の形態と機能を備えたものは器官（臓
器）と呼ばれる。人体には多くの器官系があり、各器官系につ
いての構造的特徴と人体の機能に関する基本的な理解を身につ
けることを目標とする。　また将来的にスポーツに関与する
様々な分野への職を考えている学生諸君は、当講義で身体の基
本知識を得ることを薦める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ医学の基礎的な人体の構造、機能を理解し、かつ説明
することができる。(知識・理解)

人体の動きや構造や働きの基礎を学ぶことによって、スポーツ
の動きについての基礎的な部分を理解し、かつ説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（岩本）
予習として参考書にあげた書籍のどれかを30分程度通読して、
ある程度の構造の名称を頭に入れておく必要がある。そして復
習として約1時間程度をかけて、講義内容の重要ポイントを書
きだしたサブノートの作成を推奨する。
（重森）
神経系、脈管系、消化器系、生殖器系、内分泌系などの器官系
について、それぞれの課題を決め、レポートを提出する。（約
1時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上の学年で学ぶ専門科目の講義内容を理解するために必要な解
剖生理学の基本的な知識を獲得しているかどうかを評価する。
（岩本）評価基準は、期末試験80％、ミニッツペーパー10％、
積極的授業参加10％で評価する。授業への積極的な参加が基準
となる。
（重森）成績評価の方法・・・期末試験（90％）、平常点（ミ
ニッツペーパー及び小テスト）など（10％）で評価する。ミ
ニッツペーパーは適宜行う。小テストは前回授業の内容から出
題する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しない。毎時間ごとにプリントを配布す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

『入門人体解剖学改訂3版』藤田恒夫著　南江堂
『新しい解剖生理学』山本敏行他　南江堂
『目で見るからだのメカニズム』境　章著　医学書院
『日本人体解剖学』金子丑乃助著　南江堂

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、積極的に授業に参加することを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（岩本）
1 解剖学総論　解剖学の基礎、関節の基礎構造
2 骨格系1　上腕、前腕、手指の形態と機能
3 骨格系2　頭蓋骨、胸郭、脊柱の形態と機能
4 骨格系3　大腿、下腿、足部の形態と機能
5 筋系1　筋肉総論及び筋生理
6 筋系2　頭部、顔面、頸部の筋群と機能
7 筋系3　胸腹部、上肢、下肢の筋群と機能
（重森）
8 神経系（脳神経の構造と機能）
9 脈管系（心臓・動静脈の構造と機能）
10消化器系（消化吸収に関わる器官の構造と機能）
11呼吸器系（呼吸作用に関わる器官の構造と機能）
12泌尿器系（尿排泄に関わる器官の構造と機能）
13生殖器系（生殖に関わる器官の構造と機能）
14神経系の生理
15総括（岩本・重森）



2019-A020000513-01解剖生理学

岩本　英明、重森　裕

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツ医学の基礎的な人体の構造、機能を理解し、かつ説明することがで
きる。　(A-1)

2.人体の動きや構造や働きの基礎を学ぶことによって、スポーツの動きについ
ての基礎的な部分を理解し、かつ説明することができる。　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A020000547-01身体コンディショニング論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/27　１時限　　

重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

　臨床経験がある医師により、スポーツ選手のコンディショニ
ングに関する知識やスポーツ選手が持つ能力を十分に発揮する
ための方法論および、健康づくりのために運動を行う人の健康
管理についての知識を身につけるための講義を行う。スポーツ
を行うに大切な、運動前の身体の調子を整え、良い状態にする
ために必要な従来の方法論に加えて、受傷後の対応や対策につ
いて講義を行う。また、脳と神経からみたコンディショニング
の基本を理解する必要がある。様々な視点から考えた方法論に
ついて講義を行い、コンディショニングに対するより深い理解
ができることを目標とする。
　体系的な学習の結果を適切に評価するために、希望する受講
者に対して一般社団法人日本スポーツ医学検定機構が実施する
スポーツ医学検定の受験を推奨している。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ活動中に生じるスポーツ傷害について説明できるよう
になる。(知識・理解)

スポーツ傷害に含まれる、スポーツ外傷（急性外傷）とスポー
ツ障害（慢性障害）の違いを理解し説明できるようになる。
(知識・理解)

その他のスポーツ医学領域について理解し、コンディショニン
グとは何であるかを説明できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業計画をみて、次回の授業範囲で用いられる専門用語
の意味等を理解するために1年次の解剖学の知識を前もって予
習しておく。また自分なりに考えるコンディショニングとは何
かをイメージしておく。各章の予習は、それぞれ30分は行うこ
と。
復習：終了した授業内容を知るため小テストを実施するので、
各章の復習には、それぞれ30分は行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：競技特有の外傷・障害や内科的スポーツ障害な
どの病態と予防するための対処法についての基礎知識が獲得で
きているかを評価する。
成績評価方法：期末試験、平常点（ミニッツペーパーおよび、
小テストなど）で評価する。ミニッツペーパーは毎回ではな
く、適時行う。小テストは前回の内容から出題する。
期末試験は授業で講義した範囲から、論述問題、穴埋め問題、
選択問題を総合的に出題する。
成績は、期末試験の割合を80%程度、平常点の割合を20%程度
として総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。授業毎にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

最新スポーツ医学　ISBN 4-8306-5102-4
スポーツ医学検定公式テキスト　ISBN 978-4-491-03297-9
授業のためには購入は必要としない。将来的にスポーツ医
学検定を受験予定者は公式テキストの購入を勧める。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

解剖生理学1の単位を修得済みの者が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：コンディショニングとは
２：スポーツ外傷とスポーツ障害の違い
３：スポーツ外傷
４：スポーツ外傷予防
５：スポーツ障害・オーバートレーニング症候群
６：スポーツ障害予防
７：スポーツにおける突然死
８：スポーツ外傷・障害後のリハビリテーション
９：脳と神経から見たコンディショニングと頭頚部外傷予
防
１０：スポーツと環境
１１：スポーツと性・栄養・年齢・その他
１２：コンディショニングに関する様々な方法論
１３：競技力向上のための方法論
１４：ドーピング
１５：まとめ



2019-A020000547-01身体コンディショニング論

重森　裕

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツ活動中に生じるスポーツ傷害について説明できるようになる。　
(A-1)

2.スポーツ傷害に含まれる、スポーツ外傷（急性外傷）とスポーツ障害（慢性
障害）の違いを理解し説明できるようになる。　(A-2)

3.その他のスポーツ医学領域について理解し、コンディショニングとは何であ
るかを説明できるようになる。　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.スポーツ活動中に生じるスポーツ傷害について説明できるようになる。　
(A-1)

2.スポーツ傷害に含まれる、スポーツ外傷（急性外傷）とスポーツ障害（慢性
障害）の違いを理解し説明できるようになる。　(A-2)

3.その他のスポーツ医学領域について理解し、コンディショニングとは何であ
るかを説明できるようになる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000070-01スポーツ整形外科学「月3　健康運動指導士希望」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

岩本　英明

◎－－－　概要　－－－◎

整形外科学は、人の骨、関節、筋肉、靭帯の病気や怪我を治療
する学問である。スポーツ現場で発生する怪我は、スポーツ外
傷・障害と称される。実際の整形外科診療での臨床経験から、
その治療の一環としての手術や術後の日常生活への復帰のため
のリハビリテーション等の実例を活かし、本講義ではスポーツ
や運動中に発生する外傷・障害を部位別にさらに種目別にその
病態、症状、原因について講義するとともに、さらに健康的な
運動を阻害する因子（骨粗鬆症、関節リウマチ、変形性関節症
等）を詳細に学び、その対処法を学ぶ。本講義を受ける学生は
将来健康運動指導士や健康運動実践指導士を目指しているた
め、その認定試験に合格することが第一目的であるが、認定を
受けた後に、指導者として正しい知識を発信しかつ運動の現場
で正しく実践する必要がある。このためかなり専門的な知識を
修得することになる為しっかりとした学ぶ姿勢が重要となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ（運動）の現場で発生する主な外傷・障害を理解で
き、かつ説明することができる。(知識・理解)

健康運動を阻害する因子を理解し、その対応を説明することが
出来る。(知識・理解)

健康運動を継続させるためには、どのようなトレーニングが適
しているかを理解し、かつ説明することができる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前の予習として必ず30分程度で、テキストに目を通してお
くこと。そこで理解できた点と、出来なかった点を認識してお
くことが重要である。さらに本講義前に解剖生理学を履修して
いない者は、必ず解剖書を通読し専門的名称を熟知しておく必
要がある。講義後は約1時間程度をかけて、重要なポイントを
箇条書きにしたサブノートの作成を推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、期末試験70％、積極的な授業参加及びミニッツ
ペーパーが30％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

健康運動指導士養成講習会テキストを元に講義を行うがそ
れ以外プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

健康運動指導士養成講習会テキスト（上・下巻）財）健
康・体力事業財団

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、集中して、さらに積極的な授業参加を推奨す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 スポーツ整形外科概論
2 スポーツ傷害応急処置（下巻第10章2,3）
3 機能解剖学概論Ⅰ（上巻第5章3）
4 機能解剖学概論Ⅱ（上巻第5章4）
5 ロコモーションシンドローム（上巻第3章7）
6 運動器退行疾患「変形性関節症」
7 運動器退行疾患「骨粗鬆症」
8 外科的損傷「頭部、頸部」（上巻第7章2）
9 外科的損傷「上肢、体幹」①（上巻第7章2）
10外科的損傷「上肢、体幹」②（上巻第7章2）
11外科的損傷「腰部」（上巻第7章3）
12外科的損傷「下肢」①（上巻第7章3）
13外科的損傷「下肢」②（上巻第7章3）
14生活習慣病に対する運動療法プログラム
　ロコモーションシンドローム（下巻第11章8）
15生活習慣病に対する運動療法プログラム
　運動器退行疾患（下巻第11章8）



2019-A020000070-01スポーツ整形外科学「月3　健康運動指導士希望」

岩本　英明

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ（運動）の現場で発生する主な外傷・障害を理解でき、かつ説明す
ることができる。　(A-1)

2.健康運動を阻害する因子を理解し、その対応を説明することが出来る。　
(A-2)

3.健康運動を継続させるためには、どのようなトレーニングが適しているかを
理解し、かつ説明することができる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ（運動）の現場で発生する主な外傷・障害を理解でき、かつ説明す
ることができる。　(A-1)

2.健康運動を阻害する因子を理解し、その対応を説明することが出来る。　
(A-2)

3.健康運動を継続させるためには、どのようなトレーニングが適しているかを
理解し、かつ説明することができる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000070-03スポーツ整形外科学「水3」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

岩本　英明

◎－－－　概要　－－－◎

スポーツ現場において発生する、骨・筋肉・靭帯・関節の怪我
は、外傷と障害の2つがある。実際の整形外科診療特にスポー
ツ整形外科での臨床経験から、その治療の一環としての手術や
術後スポーツ復帰までのリハビリテーション等の実例を活か
し、本講義ではその外傷・障害を部位別に、その病態、症状、
原因さらには最新の治療法について講義するとともに、種目別
からみた怪我の特性についても追及する。それらの事を理解で
きた上で、①如何にすればスポーツ現場での怪我を失くすこと
ができるのか？②怪我を予防するには、どのようなトレーニン
グが必要なのか？まで検討を行う。講義中は出来うる限り理解
しやすいように映像(スライドやDVD)を利用して日常的にいつ
でも起こりうる怪我である事を理解してもらう。その上さらに
現場で発生した外傷・障害に対して、可能かつ適格な応急処置
についても学んでもらう。本講義をしっかり修得できれば、指
導者になった時には、適格な判断と処置ができる指導者となる
ことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ現場で発生する主な外傷・障害のほとんどを理解で
き、かつ説明することができる。(知識・理解)

スポーツの外傷・障害にも種目特性が存在する。少なくとも自
分が専門とする種目における怪我については詳細に理解し、説
明する事が出来る。(知識・理解)

外傷・障害の病態を把握することによって、怪我の予防だけで
なくパフォーマンス向上のためのトレーニング方法を理解でき
るようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前の予習として約1時間態度、現在まで経験したことがあ
るスポーツ（運動）で、自分自身が経験したことを思い出し、
その怪我がスポーツ種目によってどの様な特徴があるのかを、
体育安全協会出版の統計に目を通しておくこと。また解剖生理
学を履修しなかった学生は、前もって解剖書を通読し専門的名
称を理解しておく必要がある。さらに講義後は、約1時間程度
をかけて重要と考えられるポイントを箇条書きにしたサブノー
トの作成を推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、期末試験、積極的な授業参加、ミニッツペーパー
で評価する。割合としては期末試験50％、積極的な授業参加
40％、ミニッツペーパー10％で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。プリントを前もって配布して、それに
沿って講義を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

標準整形外科学　井上駿一他著　医学出版
スポーツ医学Q＆A　黒田善雄他著　金原出版
スポーツ指導者のためのスポーツ医学　小出清一　他編集
　南江堂

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、集中して講義に積極的に参加することを推奨す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 スポーツ整形外科概論
2 スポーツ外傷・障害総論
3 スポーツ障害の応急処置
4 膝関節周囲の外傷とその発生機序
5 膝関節周囲外傷の実例と治療の実例
6 膝関節周囲の障害とその発生機序
7 足関節周囲外傷とその発生機序及び治療の実例
8 下腿（足関節を含む）の障害とその発生機序
9 肩関節周囲外傷とその発生機序
10肩関節周囲の障害とその発生機序
11脊椎の外傷とその発生機序及び治療の実例
12腰痛の種類とその発生メカニズム
13前腕（肘、手関節を含む）外傷とその発生機序
14前腕の障害とその発生機序及び治療の実例
15手指の外傷とその発生機序及び治療の実例



2019-A020000070-03スポーツ整形外科学「水3」

岩本　英明

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ現場で発生する主な外傷・障害のほとんどを理解でき、かつ説明す
ることができる。　(A-1)

2.スポーツの外傷・障害にも種目特性が存在する。少なくとも自分が専門とす
る種目における怪我については詳細に理解し、説明する事が出来る。　(A-2)

3.外傷・障害の病態を把握することによって、怪我の予防だけでなくパフォー
マンス向上のためのトレーニング方法を理解できるようになる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ現場で発生する主な外傷・障害のほとんどを理解でき、かつ説明す
ることができる。　(A-1)

2.スポーツの外傷・障害にも種目特性が存在する。少なくとも自分が専門とす
る種目における怪我については詳細に理解し、説明する事が出来る。　(A-2)

3.外傷・障害の病態を把握することによって、怪我の予防だけでなくパフォー
マンス向上のためのトレーニング方法を理解できるようになる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000070-02スポーツ整形外科学「水2（再含む）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

岩本　英明

◎－－－　概要　－－－◎

スポーツ現場において発生する、骨・筋肉・靭帯・関節の怪我
は、外傷と障害の2つがある。実際の整形外科診療特にスポー
ツ整形外科での臨床経験から、その治療の一環としての手術や
術後スポーツ復帰までのリハビリテーション等の実例を活か
し、本講義ではその外傷・障害を部位別に、その病態、症状、
原因さらには最新の治療法について講義するとともに、種目別
からみた怪我の特性についても追及する。それらの事を理解で
きた上で、①如何にすればスポーツ現場での怪我を失くすこと
ができるのか？②怪我を予防するには、どのようなトレーニン
グが必要なのか？まで検討を行う。講義中は出来うる限り理解
しやすいように映像(スライドやDVD)を利用して日常的にいつ
でも起こりうる怪我である事を理解してもらう。その上さらに
現場で発生した外傷・障害に対して、可能かつ適格な応急処置
についても学んでもらう。本講義をしっかり修得できれば、指
導者になった時には、適格な判断と処置ができる指導者となる
ことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ現場で発生する主な外傷・障害のほとんどが理解で
き、かつ説明することができる。また実際の臨床からその治療
の実際と復帰までのプロセスを理解できる。(知識・理解)

スポーツの外傷・障害にも種目特性が存在する。少なくとも自
分が専門とする種目における怪我については詳細に理解し、説
明することができる。(知識・理解)

外傷・障害の病態を把握することによって、怪我の予防だけで
なくパフォーマンス向上のためのトレーニング方法を理解でき
るようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前の予習として約1時間態度、現在まで経験したことがあ
るスポーツ（運動）で、自分自身が経験したことを思い出し、
その怪我がスポーツ種目によってどの様な特徴があるのかを、
体育安全協会出版の統計に目を通しておくこと。また解剖生理
学を履修しなかった学生は、前もって解剖書を通読し専門的名
称を理解しておく必要がある。さらに講義後は、約1時間程度
をかけて重要と考えられるポイントを箇条書きにしたサブノー
トの作成を推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、期末試験、積極的な授業参加、ミニッツペーパー
で評価する。割合としては期末試験50％、積極的な授業参加
40％、ミニッツペーパー10％で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。プリントを前もって配布して、それに
沿って講義を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

スポーツ指導者のためのスポーツ医学　小出清一他　南江
堂
標準整形外科学　井上駿一他　医学書院
スポーツ医学Q＆A　黒田善雄他　金原出版　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、集中して授業に積極的に参加することを推奨す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 スポーツ整形外科概論
2 スポーツ外傷・障害総論
3 スポーツ障害の応急処置
4 膝関節周囲の外傷とその発生機序
5 膝関節周囲外傷の実例と治療の実例
6 膝関節周囲の障害とその発生機序
7 足関節周囲外傷とその発生機序及び治療の実例
8 下腿（足関節を含む）の障害とその発生機序
9 肩関節周囲外傷とその発生機序
10肩関節周囲の障害とその発生機序
11脊椎の外傷とその発生機序及び治療の実例
12腰痛の種類とその発生メカニズム
13前腕（肘、手関節を含む）外傷とその発生機序
14前腕の障害とその発生機序及び治療の実例
15手指の外傷とその発生機序及び治療の実例



2019-A020000070-02スポーツ整形外科学「水2（再含む）」

岩本　英明

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ現場で発生する主な外傷・障害のほとんどが理解でき、かつ説明す
ることができる。また実際の臨床からその治療の実際と復帰までのプロセスを
理解できる。　(A-1)

2.スポーツの外傷・障害にも種目特性が存在する。少なくとも自分が専門とす
る種目における怪我については詳細に理解し、説明することができる。　(A-2)

3.外傷・障害の病態を把握することによって、怪我の予防だけでなくパフォー
マンス向上のためのトレーニング方法を理解できるようになる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ現場で発生する主な外傷・障害のほとんどが理解でき、かつ説明す
ることができる。また実際の臨床からその治療の実際と復帰までのプロセスを
理解できる。　(A-1)

2.スポーツの外傷・障害にも種目特性が存在する。少なくとも自分が専門とす
る種目における怪我については詳細に理解し、説明することができる。　(A-2)

3.外傷・障害の病態を把握することによって、怪我の予防だけでなくパフォー
マンス向上のためのトレーニング方法を理解できるようになる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000524-01スポーツ内科学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/25　５時限　　

上原　吉就

◎－－－　概要　－－－◎

　生活習慣病とみなされている疾患の理解と運動の効用を理解
する。
　メタボリックシンドロームを中心に、肥満・肥満症、高血
圧、脂質異常症、糖尿病などの幅広い疾患および運動との関連
性，あるいは心臓リハビリテーションの際に重要となる心臓疾
患を取り上げ、疾患全般の理解と生活習慣改善に必要な知識を
身につけること，さらに運動・スポーツとの関連性を理解する
ことを趣旨とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生活習慣病を理解する　(知識・理解)

メタボリックシンドロームの概念を理解する 　(知識・理解)

生活習慣病に対処する生活習慣改善を理解する　(知識・理解)

身体活動・運動と疾患および疾患予防を理解する　(知識・理
解)

心臓の構造と機能を理解する　(知識・理解)

心臓リハビリテーションを理解し実践できる　(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業計画をみて、次回の授業範囲の疾患について概説的
な内容を予習しておく。
復習：授業の最初に前内容について小テストを抜き打ちで実施
するので、復習しておく。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準・・・・生活習慣病の疫学・病態とそれを予防す
るための生活習慣改善の方法についての基礎的知識を獲得して
いるかどうかを評価する。
成績評価の方法・・・・期末試験、平常点（ミニッツペーパー
および小テストなど）で評価する。ミニッツペーパーや小テス
トは適宜行う。
成績は期末試験の割合を80％、平常点の割合を20％程度として
総合的に判断する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義では授業の理解を深めるための資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

健康運動指導士養成講習会テキスト　上，下
公益財団法人　健康・体力づくり事業財団

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

解剖生理学I、IIの単位を修得済みの者が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オーバービュー
２　肥満・肥満症
３　メタボリックシンドローム
４　脂質異常症
５　耐糖能異常、糖尿病
６　高血圧
７　生活習慣病と運動
８　虚血性心疾患、心電図の理解
９　内科救急、救命処置
10　内科的スポーツ障害
11　疾患と運動療法
12　心臓リハビリテーション
13　貧血、がん（悪性新生物），呼吸器疾患
14　認知症、ロコモティブシンドローム
15　その他、まとめ



2019-A020000524-01スポーツ内科学

上原　吉就

◎スポ:A-1,A-2

1.生活習慣病を理解する　　(A-1)

2.メタボリックシンドロームの概念を理解する 　　(A-1)

3.生活習慣病に対処する生活習慣改善を理解する　　(A-1)

4.身体活動・運動と疾患および疾患予防を理解する　　(A-2)

5.心臓の構造と機能を理解する　　(A-2)

6.心臓リハビリテーションを理解し実践できる　　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.生活習慣病を理解する　　(A-1)

2.メタボリックシンドロームの概念を理解する 　　(A-1)

3.生活習慣病に対処する生活習慣改善を理解する　　(A-1)

4.身体活動・運動と疾患および疾患予防を理解する　　(A-2)

5.心臓の構造と機能を理解する　　(A-2)

6.心臓リハビリテーションを理解し実践できる　　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000545-01スポーツメディア論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

向吉　三郎

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は西日本新聞社編集局スポーツ本部の現役デスクが、日々の
スポーツニュースの生々しい動きを中心に解説するものである。ス
ポーツメディアの世界はスポーツの国際化、多様化、ビッグビジネ
ス化に伴い、急速な勢いで広がりをみせている。世界情勢とも密接
に連動し、変化の激しいスポーツ界の動向やトレンドに注目してい
く。毎回の授業で新聞に目を通し、身近な話題から海外ニュースま
でを読み解いていく。

　２０１９年ラグビー・Ｗ杯日本大会、さらに２０２０年の東京五
輪とスポーツのビッグイベント開催が待つ。１９６４年の東京五輪
がそうであったように、１年後に迫る東京五輪は日本人の暮らしや
日本の構造を変える可能性もある一大事業。アスリートの夢、大き
なビジネスでもあるオリンピックをメディアの視点から解説する。

　世界のスポーツはインターネットを中心とした経済原理で、様変
わりしている。人気スポーツの放映権料は高騰。米大リーグ（ＭＬ
Ｂ）やサッカーの欧州リーグなどで選手の年俸も急騰している。称
賛と大金をつかむスター選手。日本から世界へ羽ばたく日本人選手
は、子どもたちの夢と希望になっている。

　一方で、国内のプロ野球は、トップ選手のＭＬＢ流出問題を抱え
る。野球も少子化やサッカーの人気定着で競技人口の減少に直面。
裾野拡大への取り組みは急務だ。日本シリーズ３連覇を目指す福岡
ソフトバンク、Ｊ２アビスパ福岡、Ｊ３ギラヴァンツ北九州など、
地元の球団、クラブを通し「地域に根差したスポーツ文化」を学ん
でいく。

　授業では、２０２０年東京五輪の動きを中心に地域、国内、世界
のスポーツを取り巻く現状や課題をメディアがどう報じているかを
解説する。また地域のスポーツ、スポーツの生むヒーローがいかに
メディアとかかわってきたかなどを分析。タイムリーな話題を取り
上げながら、取材現場の裏側なども説明していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日々のニュースに関心を持ち、理解し、自分の意見が述べられる
(知識・理解)

スポーツ選手とメディアの関わりを理解し、スポーツの持つ力を実
感した上で現在の競技生活や将来設計に生かす(知識・理解)

東京五輪の開催意義や課題を理解し、その課題にメディアがどう関
わっていくかを説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞、ネット、テレビで毎日のスポーツのニュースを最低１０分程
度は読み（見て）、興味を持った事柄に対して自分の考えを持って
授業に臨む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　メディアの役割を理解し、新聞記事などスポーツに関わる文章に
ついて読み解き、自らの考えが述べられる力がついたかを評価基準
とする。
 
　試験は論文形式。授業後半に毎回レポート（テーマは毎回の授業
の内容に関することや授業で配った新聞について）を提出する。評
価方法は、受講態度を含む毎回のレポート（80％）、定期試験
（20％）により総合的に判断する。
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業当日の西日本新聞、西日本スポーツを使用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際して、履修を希望するレポート提出を義務づけ
ます。
　授業中のスマートフォン使用は原則禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

基本は授業の際にタイムリーな話題を新聞を読みながら解
説していく。

①スポーツメディア概論①
②スポーツメディア概論②
③メディアで働く者の心得、取材活動Ｑ＆Ａ
④プロ野球とメディア
⑤ドーピングに対する報道とその問題
⑥五輪とメディア①概論
⑦五輪とメディア②（１９６４年東京五輪）
⑧五輪とメディア③（新聞と五輪）
⑨五輪とメディア④（商業主義と五輪）
⑩五輪とメディア⑤（テレビと五輪）
⑪五輪とメディア⑥（インターネットと五輪）
⑫五輪とメディア⑦（２０２０年東京五輪）
⑬地域スポーツとスポーツ文化
⑭地域密着とＪリーグ
⑮スポーツメディア総論



2019-A020000545-01スポーツメディア論

向吉　三郎

◎スポ:A-1,A-2

1.日々のニュースに関心を持ち、理解し、自分の意見が述べられる　(A-2)

2.スポーツ選手とメディアの関わりを理解し、スポーツの持つ力を実感した上
で現在の競技生活や将来設計に生かす　(A-1)

3.東京五輪の開催意義や課題を理解し、その課題にメディアがどう関わってい
くかを説明できる　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.日々のニュースに関心を持ち、理解し、自分の意見が述べられる　(A-2)

2.スポーツ選手とメディアの関わりを理解し、スポーツの持つ力を実感した上
で現在の競技生活や将来設計に生かす　(A-1)

3.東京五輪の開催意義や課題を理解し、その課題にメディアがどう関わってい
くかを説明できる　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000523-01団体指導

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/23　２時限　　

梅田　保人

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目は、社会教育主事課程の社会教育特講に位置づけられ
ている科目であり、選択必修科目の中の一つとなっている。
　社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局
に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術
的な指導･助言に当たる役割を担っており、社会教育事業の企
画立案をしたり、社会教育関係団体の活動に対する指導･助言
などに当たっている。　　
　高等学校教育やスポーツ行政に携わった経験を踏まえ、本授
業では、スポーツを取り巻く現状と課題、国や県、市町村のス
ポーツ施策、生涯スポーツ推進に関して重要な役割を担ってい
るスポーツ関係団体（社会教育関係団体）の活動内容や現状と
課題などを講義する。また、様々なスポーツ分野での指導者と
して、その育成の在り方や現状と課題を講義するなど、社会教
育主事の資格を取得したスポーツ専門家として、将来スポーツ
行政などで活躍するために必要な基礎的知識の習得を、目指す
こととしている。
　今後は、今まで以上に地域住民（子どもから大人まで）が、
生涯にわたって運動・スポーツを行うことで、豊かなスポーツ
ライフ（運動・スポーツ習慣の確立や体力の向上、健康の保持
増進、生きがい・楽しみづくりなど）を実現して自己の生活の
質を向上させることが重要となってくることから、スポーツ分
野においても社会教育や生涯学習の知識を有するとともに、ス
ポーツの専門的知識と実践力を有した社会教育主事が、その
リーダー、コーディネーター役として活躍することがますます
期待されることとなる。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ分野における社会教育主事の役割について理解し、説
明できる。(知識・理解)

スポーツを取り巻く現状と課題や国や県、市町村のスポーツ施
策、スポーツ関係団体の活動内容や現状と課題などを理解し、
説明できる。(知識・理解)

様々なスポーツ分野での指導者として、その育成の在り方や現
状と課題などを理解し、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　積極的にスポーツ全般に関する情報収集をすること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

〈評価基準〉
　　社会教育主事の資格を取得したスポーツの専門家として、
将来、スポーツ　行政などで活躍するために必要な基礎的知識
を習得しているかを評価基準　　とする。　

〈評価方法〉
　　定期試験６０％程度、平常点（授業参加状況、レポート
等）４０％程度で　評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜資料配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来、社会教育主事となる資格取得、教員免許（中学
校、高等学校教諭一種免許　保健体育）取　得希望者の履
修を原則とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス（概要、授業の進め方）
　　社会教育主事とは
２　スポーツ（オリンピッック、パラリンピック　　な
ど）の歴史について　
３　スポーツをめぐる状況について
４　日本のスポーツ政策について①
５　日本のスポーツ政策について②
６　福岡県のスポーツ施策について①
７　福岡県のスポーツ施策について②
　　（タレント発掘事業、総合型地域スポーツ
　　　クラブについて）
８　市町村のスポーツ施策について
９  スポーツ関連機関・団体について　
10 スポーツに関わる人材について
11 健康づくりのための運動･スポーツへの関わり
12 障害者スポーツへの関わり
13 学校体育への関わり
14 運動部活動への関わり
15 まとめ



2019-A020000523-01団体指導

梅田　保人

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツ分野における社会教育主事の役割について理解し、説明できる。　
(A-2)

2.スポーツを取り巻く現状と課題や国や県、市町村のスポーツ施策、スポーツ
関係団体の活動内容や現状と課題などを理解し、説明できる。　(A-2)

3.様々なスポーツ分野での指導者として、その育成の在り方や現状と課題など
を理解し、説明できる。　(A-1)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.スポーツ分野における社会教育主事の役割について理解し、説明できる。　
(A-2)

2.スポーツを取り巻く現状と課題や国や県、市町村のスポーツ施策、スポーツ
関係団体の活動内容や現状と課題などを理解し、説明できる。　(A-2)

3.様々なスポーツ分野での指導者として、その育成の在り方や現状と課題など
を理解し、説明できる。　(A-1)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000661-01ピークパフォーマンス演習Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

乾　真寛、小牟礼育夫・渡邊正和

◎－－－　概要　－－－◎

　トップアスリートを目指すには、自分の限界に挑戦し続ける
ことは必要不可欠な条件であり、“停滞は後退”と言われる様
に、常に前進し、成長しなければなりません。しかし、その過
程においてアスリートは自分自身との闘いを日々繰り返し、時
には悩み、苦しみ、大きな不安、恐怖とも向き合っているので
す。
　そこで、トップアスリートとして成果、結果を残していくに
はどうすれば良いのかという心構え、トレーニング法、コン
ディショニングの方法等について、国内外のトップアスリート
やコーチ、トレーナーの実例を豊富に紹介しながら「九州一、
西日本一、日本一、世界一」へと挑戦し続けるアスリートへの
超実践的コーチング情報を学んでいきます。
“本番で最高の力を発揮するための最高の自分を作る"方法、
「No.1理論」をベースに国内のトップレベル競技会、海外遠
征、国際大会の舞台でも活躍できるアスリートを目指すための
内容が満載です。競技者、指導者（コーチ）を志す諸君必見の
講義です。また、国際大会や国内トップレベルで活躍するアス
リートやトップコーチを外部講師として4回招聘し、3名の専任
教員がオムニバス形式で講義を行います。
「元オリンピック日本代表選手や世界選手権などの国際大会で
活躍したスポーツ界の著名な選手や指導者が、オムニバス形式
（4回）により、高いパフォーマンスを発揮するための目標設
定、メンタルコントロール法、トレーニング方法などについて
講義します」

◎－－－　到達目標　－－－◎

トップアスリートによる、特殊なスポーツ技能の高め方、ト
レーニング法を理解する(知識・理解)

トップアスリートまたはコーチから、技能習得方法について学
び、理解する(技能)

トップアスリートまたはコーチから、技術構造を映像や科学的
分析データにより理解する(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・オムニバス形式で毎回講師陣が変わるので、講義中のメモか
ら貴重な情報や教訓について、各自のノートに整理しておくこ
とを心がける（30分）
・次回の講師陣のプロフィールや信条等について事前に調査
し、情報を持って講義に臨むことが望ましい（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎時間終了時に小テストを実施し、到達目標の理解度を評価す
る
外部講師４回×各１０点、専任教員３人×各２０点
技能の高め方について（20％）
トレーニング法（20％）
技術構造（20％）
科学的分析データ（20％）
メンタルコントロール（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストはありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

「No.1理論」（西田文郎著） 三笠書房発行　ISBN
978-4-8379-7602-8
「No.1メンタルトレーニング」（西田文郎著） 現代書林発
行　ISBN 978-4-7745-1274-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スポーツ特別推薦入試による入学者は全員もれなく履修す
ること。
スポーツアスリートとしての成功を目指す、志の高い人は
受講すること。また、指導者として将来トップアスリート
の育成に挑戦してみたいと考えているコーチ志願者も受講
し、実践力、挑戦力を磨いて下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（乾、小牟礼、渡邊）
1　ガイダンス・目標設定

（乾）
2　トップアスリートとしてのメンタリティー“挑戦力”
3　保有能力と発揮能力
　 競技力を左右する脳の仕組み　
4　最適戦闘状態をつくるメンタルトレーニング
5　外部講師（1）トップアスリート事例研究
6　　〃　  （2）トップアスリート事例研究
7　　〃　　（3）トップアスリート事例研究
8　　〃　　（4）トップアスリート事例研究

（小牟礼）
9　個人競技種目のエリート強化策
10 集団競技種目のエリート強化策
11 海外遠征のための対応と諸問題Ⅰ
12 海外遠征のための対応と諸問題Ⅱ

（渡邊）
13 チームスポーツでのピークパフォーマンス向上
14 国内プロスポーツにおけるコンディショニング
15 国外プロスポーツにおけるコンディショニング



2019-A020000661-01ピークパフォーマンス演習Ⅰ

乾　真寛、小牟礼育夫・渡邊正和

◎スポ:A-3,B-1,B-2

1.トップアスリートによる、特殊なスポーツ技能の高め方、トレーニング法を
理解する　(A-3)

2.トップアスリートまたはコーチから、技能習得方法について学び、理解する
　(B-1)

3.トップアスリートまたはコーチから、技術構造を映像や科学的分析データに
より理解する　(B-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-3,B-1,B-2

1.トップアスリートによる、特殊なスポーツ技能の高め方、トレーニング法を
理解する　(A-3)

2.トップアスリートまたはコーチから、技能習得方法について学び、理解する
　(B-1)

3.トップアスリートまたはコーチから、技術構造を映像や科学的分析データに
より理解する　(B-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000662-01ピークパフォーマンス演習Ⅱ

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

田場　昭一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　パフォーマンス向上系競技は，知識や理論上のトレーニングや
コーチングを積み重ねるだけでは、実践場面において必ずしも成
功するとは限らない。一流競技者や一流指導者における動きや立
ち振る舞い、言動力などの一つ一つは、数値や画像等の構造的な
法則性や視覚的なものだけでは測れないものがある。
　そこで本演習は、トップアスリートまたはトップアスリートを
コーチングするために必要な資質の一つである行動力や実践力を
高めることを目的とする。国内外での極めてハイレベルな実践活
動をしている場所に出向き、自ら学ぶ事を目的とする。これはま
さに「百聞は一見に如かず」である。
　受講者は、これまで日本代表選手や日本代表コーチとして経験
のある担当教員により、自ら国内外におけるハイレベル環境にあ
る競技者、指導者及び施設を訪ねるための計画を練って計画書を
作成する。更に、国内外のコーチング分野における現状や事例な
どを配慮したうえで研修先を決定し、研修に至るまでの準備や心
構えについて個別面談を行う。そして、現場研修の内容を報告書
としてまとめ、20分間のプレゼンテーションを実施し、自身のパ
フォーマンスのキャリアとなる事を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外研修に関する計画内容が作成できる(技能)

研修場所と日程についての計画書を立案し作成できる(技能)

履修希望届および研修申込書が作成できる(技能)

計画書に基づいて国内外における実践研修ができる(技能)

国内外研修に関する報告書を作成できる(技能)

国内外研修中の研修内容に関する報告書を作成できる(技能)

国内外研修中の研修内容に関するプレゼンテーションを作成でき
る(技能)

プレゼンテーションを理解しやすいように発表できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞ハイレベルな国内外トレーニング環境の整った場所の調
査を行い、実施研修をするための期間、日程等の調整を早めにし
ておく事。さらに現地の治安や近況について情報収集を行いレ
ポートを作成する事（30分）。
＜復習＞演習での経験を具現化できるように、実地研修時には必
ず日々の経験を記録して報告書作成のための情報収集に努めるこ
と（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 国内外研修計画内容の作成（30%）
　研修場所と日程に関する計画書を作成
　履修希望届および研修申込書の作成と提出
2. 国内外研修内容の報告書の作成（30%）
　研修中の研修内容について報告書を作成
3. 報告プレゼンテーションの作成と発表（40%）
　研修資料およびプレゼンテーションの作成と発表

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ピークパフォーマンス演習Ⅰを習得した者（GHの学生は
履修できません）。
履修を希望する学生は、所属する運動部の責任者に研修先
の状況等について確認し「履修希望届」を記入して次年度
の履修登録を行う事。なお、履修登録した学生を対象にガ
イダンスを実施するので、その際に「履修希望届」を持参
する事。
　ガイダンスにおいて「体育・スポーツのエキスパート育
成支援プログラム（海外・国内）研修申込書」を配布し詳
細について説明し、ガイダンス終了後に国内外のトレーニ
ング環境の整った場所の調査を行い、研修を実施するため
の期間、日程等の調整を進める。

ピークパフォーマンス演習Ⅱの履修を希望する学生は、卒
業論文発表会後の履修説明後に希望届を提出し、期限内に
国内外研修計画書をスポーツ科学部事務室に提出する事。
　なお、ピークパフォーマンス演習Ⅱの担当者（田場、長
島）が、研修計画書を参考に科目登録の可否を決定し、登
録決定者については、3月30日（土）までに提出した「履
修希望届」をもとにスポーツ科学部内掲示板にて掲示す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 事前に提出した国内外研修計画書と照らし合わせた内容
確認の打ち合わせ
2. 国内外研修計画内容の吟味
3. 期日と場所の候補地へのアポイントメント
4．国内外研修に関する予算と見積もりの検討
5. 研修内容に関しての確認
6. 研修方法についての指導
7. 国内外研修実施時の記録方法の指導
8. 国内外研修出発前の確認と留意点の指導
9. 国内外研修後の担当教員への報告
10. 研修内容報告書の作成1
11. 研修内容報告書の作成2
12. 研修報告のプレゼンテーション資料作成1
13. 研修報告のプレゼンテーション資料作成2
14. 研修報告のプレゼンテーション資料作成3
15. 研修報告のプレゼンテーション（発表）



2019-A020000662-01ピークパフォーマンス演習Ⅱ

田場　昭一郎

◎スポ:B-1,B-3,B-4

1.国内外研修に関する計画内容が作成できる　(B-4)

2.研修場所と日程についての計画書を立案し作成できる　(B-3)

3.履修希望届および研修申込書が作成できる　(B-4)

4.計画書に基づいて国内外における実践研修ができる　(B-1)

5.国内外研修に関する報告書を作成できる　(B-4)

6.国内外研修中の研修内容に関する報告書を作成できる　(B-4)

7.国内外研修中の研修内容に関するプレゼンテーションを作成できる　(B-4)

8.プレゼンテーションを理解しやすいように発表できる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A020000132-01フレッシュマンセミナーⅠ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

檜垣　靖樹、全教員

◎－－－　概要　－－－◎

　学士課程の教育充実を図るため、その基礎教育となる導入教
育を、スポーツ科学部の全教員で実施する。入学後の新入生研
修会やクラス担任制による学生生活指導や修学指導に加え、ス
ポーツ科学部生としての取り組み、文章力向上教育、コミュニ
ケーション能力向上教育、さらには専門分野からのスポーツ科
学入門教育などをオムニバス形式で進めてゆく。
　尚、文章力講座においては、国語科教員など実務経験を有す
る外部講師を招聘し、レポートの書き方及び提出したレポート
の添削をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ
科学の発展に意欲的に取り組むようになる。(態度・志向性)

様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力の向上や
健康増進などについて、日常的に考えるようになる。(態度・
志向性)

様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や
健康運動科学に係る諸問題について、日常的に考えるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

文章力養成講座では、提示された課題について事前に予習し、
授業内での指摘をもとに、復習しておくこと（30分）。また、
専門分野での学習においては、授業後に授業内容を復習し、次
回の授業に臨む（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１　評価の基準
・スポーツ科学部で学ぶ内容が理解できたかを評価の基準とす
る。
・スポーツ科学部生としての取り組み方を学び、社会に貢献で
きる態度が身についたかを評価の基準とする。
・文章力養成講座によって日本語能力が向上し、スポーツ科学
の専門的内容を文章で表現できるかを評価の基準とする。
２　評価の方法
・毎時間のミニッツペーパーの内容（5割）
・文章力養成講座のレポート（5割）
　これらの要素を総合的に判断して評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

やってみればおもしろい！大学生のための日本語再発見ド
リル：馬場真知子、田中佳子著、(株)旺文社、2006年、
ISBN:4-01-0E470A

◎－－－　参考書　－－－◎

知的キャンパスライフのすすめ　ISBN 978-4-7806-0079-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．スポーツ科学部生とは
２．学習内容と社会貢献
３．コンピテンシー診断テスト
４．文章力養成講座（１）
５．文章力養成講座（２）
６．文章力養成講座（３）
７．コンピテンシー診断テスト事後フォロー講座
８．文章力養成講座（４）
９．文章力養成講座（５）
１０．文章力養成講座（６）
１１．専門分野での学習（１）オムニバス
１２．専門分野での学習（２）オムニバス
１３．専門分野での学習（３）オムニバス
１４．専門分野での学習（４）オムニバス
１５．日本語力テストでの評価



2019-A020000132-01フレッシュマンセミナーⅠ

檜垣　靖樹、全教員

◎スポ:C-1,C-2

1.スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ科学の発展に
意欲的に取り組むようになる。　(C-1)

2.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力の向上や健康増進など
について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

3.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や健康運動科学
に係る諸問題について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:C-1,C-2

1.スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ科学の発展に
意欲的に取り組むようになる。　(C-1)

2.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力の向上や健康増進など
について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

3.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や健康運動科学
に係る諸問題について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000667-01保健体育教職演習Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

今村　律子、梅田保人

◎－－－　概要　－－－◎

　現在教員の資質・能力として、「教職に対する強い情熱」
「教育専門家としての確かな力量」「総合的な人間力」が求め
られている。とくに保健体育教員には生徒を心身ともに総合的
に成長させるため、多岐にわたる学校教育活動のコーデイネー
ターとしての役割が強く求められている。このことを踏まえ、
本授業では保健体育教員として最も重要である教科指導力を高
めるために学習指導要領解説を学習すると共に、過去の教員採
用試験問題等を学習して学校現場が求める教科指導の専門性を
育成する。理想の教師像をより明確にするために、模擬面接や
多様な状況に対応できる場面指導など実践に基づいたロールプ
レイを実施する。
　また、高等学校保健体育教員勤務とスポーツ行政に携わった
担当者が、生徒指導や校務分掌などについて現場の業務につい
て解説する。さらに、中学校および高等学校の現職教員や管理
職を招聘し、保健体育教員として必要な知識や心構えについて
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健体育教員として重要となる専門教科（保健・体育）の指導
ができる。(技能)

模擬授業やグループワーク等においてコミュニケーションスキ
ルを発揮することができる。(技能)

集団討論や場面指導（生徒指導）において、倫理的思考を持っ
て説明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・新学習指導要領解説保健体育編（中・高）の体育・保健それ
ぞれの単元内容を事前に学習しておくこと（30分）
・単元教材として取り扱うスポーツ種目のルール等も学習して
おくこと（30分）
・教育時事や自身の自治体の教育方針などの情報を理解してお
くこと（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　積極的な討議への参加・受講態度・口頭での発表・レポート
等の提出を評価基準とする。
②評価方法
　平常点（授業参加・受講態度・発表内容）・レポート等の提
出
③割合
　平常点（50％）、レポート等の提出（50％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説保健体育編,東山書房,
ISBN978-4827814637,368円＋税
高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編,
ISBN978-4827814811
新・中学校保健体育 [平成28年度採用],学研,
ISBN978-4904811207
現代保健体育,大修館,ISBN978-4469662382,368円＋税
アクティブスポーツ［総合版］,大修館書店,
ISBN978-4469365252,820円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業時に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　保健体育教員になることを強く希望し、教員採用試験合
格に向けて努力をする意志を持っている者で、保健体育教
員コースに所属している学生を受講対象とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション（授業の進め方）
２　新学習指導要領について（１）
３　新学習指導要領について（２）
４　保健体育教員に必要な専門性について
５　教科指導力の養成（１）
６　教科指導力の養成（２）
７　教科指導力の養成（３）
８　教科指導力の養成（４）
９　校務分掌における文章作成力の養成（１）
10　校務分掌における文章作成力の養成（２）
11　スポーツ行政について
12　生徒指導について
13　保健体育教員の現状（１）
14　保健体育教員の現状（２）
15　総括



2019-A020000667-01保健体育教職演習Ⅰ

今村　律子、梅田保人

◎スポ:B-2,B-3,B-4

1.保健体育教員として重要となる専門教科（保健・体育）の指導ができる。　
(B-2)

2.模擬授業やグループワーク等においてコミュニケーションスキルを発揮する
ことができる。　(B-3)

3.集団討論や場面指導（生徒指導）において、倫理的思考を持って説明でき
る。　(B-4)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-2,B-3,B-4

1.保健体育教員として重要となる専門教科（保健・体育）の指導ができる。　
(B-2)

2.模擬授業やグループワーク等においてコミュニケーションスキルを発揮する
ことができる。　(B-3)

3.集団討論や場面指導（生徒指導）において、倫理的思考を持って説明でき
る。　(B-4)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000668-01保健体育教職演習Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

今村　律子、梅田　保人

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は保健体育教職演習Ⅰを発展させたものとして、保健
体育教員として最も重要である教科指導力を高めるために過去
の教員採用試験問題等を学習するだけではなく、その実践力も
高めるために、模擬授業等の演習を取り入れて、学校現場が求
める保健体育教員としての教科指導力、生徒指導力、そして学
級経営力を育成する。
　また、高等学校保健体育教員勤務とスポーツ行政に携わった
担当者が、生徒指導や校務分掌などについて現場の業務につい
て解説する。さらに、中学校および高等学校の現職教員や管理
職を招聘し、保健体育教員として必要な知識や心構えについて
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教員採用試験における専門教養試験を十分にクリアできる専門
科目の知識を身につける。(知識・理解)

保健体育教員として重要となる専門教科（保健・体育）の指導
ができる。(技能)

集団討論や模擬場面指導（生徒指導）を実践し、指導方法に関
する知識や理論に基づいて指導することができる。(技能)

模擬授業やグループワークなどをとおして、教科指導や学級経
営に必要なコミュニケーションスキルを身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・新学習指導要領解説保健体育編（中・高）の体育・保健それ
ぞれの単元内容を事前に学習する（30分）
・過去の教員採用試験問題に目を通し、傾向等を事前に把握し
ておくこと（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　積極的な討議への参加・受講態度・口頭での発表・レポート
等の提出を評価基準とする。
②評価方法
　平常点（授業参加・受講態度・発表内容）・レポート等の提
出
③割合
　平常点（50％）、レポート等の提出（50％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説保健体育編,東山書房,
ISBN978-4827814637,368円＋税
高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編,
ISBN978-4827814811,455円＋税
新・中学校保健体育 [平成28年度採用],学研,
ISBN978-4904811207
現代保健体育,大修館,ISBN978-4469662382,368円＋税
アクティブスポーツ［総合版］,大修館書店,
ISBN978-4469365252,820円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業時に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　保健体育教職演習Ⅰを履修し、保健体育教員になること
を強く希望して、教員採用試験合格に向けて努力をする意
志を持っている者。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション（授業の進め方）
２　保健体育教員の現状について
３　中学校・高等学校教育方針の理解
４　校務分掌における文章作成力の養成
５　教科指導力の養成（１）
６　教科指導力の養成（２）
７　教科指導力の養成（３）
８　教科指導力の養成（４）
９　模擬授業を通しての教科指導力の養成（１）
10　模擬授業を通しての教科指導力の養成（２）
11　模擬授業を通しての生徒指導力の養成
12　模擬授業を通しての学級経営力の養成
13　保健体育教員の現状（１）
14　保健体育教員の現状（２）
15　総括



2019-A020000668-01保健体育教職演習Ⅱ

今村　律子、梅田　保人

◎スポ:A-3,B-1,B-2,B-3

1.教員採用試験における専門教養試験を十分にクリアできる専門科目の知識を
身につける。　(A-3)

2.保健体育教員として重要となる専門教科（保健・体育）の指導ができる。　
(B-1)

3.集団討論や模擬場面指導（生徒指導）を実践し、指導方法に関する知識や理
論に基づいて指導することができる。　(B-2)

4.模擬授業やグループワークなどをとおして、教科指導や学級経営に必要なコ
ミュニケーションスキルを身につける。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-3,B-2,B-3

1.教員採用試験における専門教養試験を十分にクリアできる専門科目の知識を
身につける。　(A-3)

2.保健体育教員として重要となる専門教科（保健・体育）の指導ができる。

3.集団討論や模擬場面指導（生徒指導）を実践し、指導方法に関する知識や理
論に基づいて指導することができる。　(B-2)

4.模擬授業やグループワークなどをとおして、教科指導や学級経営に必要なコ
ミュニケーションスキルを身につける。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A030000663-01運動療法実習

 期別：通年　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

上原　吉就、山本　泰暉

◎－－－　概要　－－－◎

　高血圧，脂質異常症，糖尿病，肥満症などの生活習慣病の治
療および予防として生活習慣の改善がもっとも重要である．生
活習慣の改善には食事療法にならんで運動療法の重要性はこれ
までの研究において証明されている．生活習慣病に罹患してい
る患者が運動療法を実践している現場を見学するとともに，そ
こに携わる運動指導者等の職種という立場で，学生自身が実際
に参加することでさらに知識・見聞を深めることを目的として
いる．
　本実習は学内の病院メディカルフィットネスセンターおよび
地域医療機関の運動療法施設で行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

運動，健康運動における基本的指導方法について理解し，説明
できる　(知識・理解)

未知なる諸問題に対して数理科学に基づく問題解決能力を習得
する　(技能)

生命科学を理解する健康運動指導者になることを目標とし，技
術や指導方法に関する知識や理論に基づいて指導することがで
きる　(技能)

社会人としての礼儀、言動、行動を励行することができる　
(技能)

運動，健康運動における指導内容を理解でき指導方法を実践で
きる　(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　 生活習慣病に罹患している患者が運動療法を実践している現
場を見学するとともに，そこに携わる運動指導者等の職種とい
う立場で，学生自身が実際に参加する．

・　予習：　実習のための準備として，生活習慣病や運動療法
に関する基本的知識を整理して臨む．（60分）
・　復習：　実習で得た知識や経験をその都度，実習の記録と
して実習簿を整理する．
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① ガイダンスおよび事前研修への参加・態度の評価を25％程度
② 実習記録の内容の評価を25％程度
③ 実習先の責任者の評価 １ (実習参加状況) 25％程度
④ 実習先の責任者の評価 ２（実習態度，理解度）25％程度
上記事項を参考に総合的に評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

運動療法実習簿

◎－－－　参考書　－－－◎

健康運動指導士養成講習会テキスト　上，下
公益財団法人　健康・体力づくり事業財団

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「スポーツ内科学」、「スポーツ整形外科学」、「解剖生
理学Ⅰ・Ⅱ」「運動療法・処方（含むリハビリテーショ
ン）」、「健康スポーツ演習Ⅰ」を既に履修しているか、
同時に履修することを原則とする．

実習先の指導担当者の指導助言およびその方針や計画に
従って実習活動を進めること．
大学生としてふさわしい服装、礼儀、言動、行動をとるこ
と．

◎－－－　授業計画　－－－◎

① 運動療法実習概要（上原）
② 運動療法実習の詳細（塩瀬）
③ 生活習慣病の理解（上原）
④ 運動による生活習慣改善効果（上原）
⑤ 心臓の機能と疾患（上原）
⑥ 心臓リハビリテーションの理解（上原）
⑦ 心臓リハビリテーションの実践（上原）
⑧ 運動療法の実際１（上原）（塩瀬）
⑨ 運動療法の実際２（上原）（塩瀬）
⑩ 運動療法の実際３（上原）（塩瀬）
⑪ 運動療法指導の実際１（塩瀬）
⑫ 運動療法指導の実際２（塩瀬）
⑬ 運動療法指導の実際３（塩瀬）
⑭ 運動療法指導の実際４（塩瀬）
⑮ まとめ（上原）（塩瀬）



2019-A030000663-01運動療法実習

上原　吉就、山本　泰暉

◎健康:A-3,B-1,B-2,B-3

1.運動，健康運動における基本的指導方法について理解し，説明できる　　
(A-3)

2.未知なる諸問題に対して数理科学に基づく問題解決能力を習得する　　(B-1)

3.生命科学を理解する健康運動指導者になることを目標とし，技術や指導方法
に関する知識や理論に基づいて指導することができる　　(B-3)

4.社会人としての礼儀、言動、行動を励行することができる　　(B-3)

5.運動，健康運動における指導内容を理解でき指導方法を実践できる　　(B-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-3,B-1,B-2,B-3

1.運動，健康運動における基本的指導方法について理解し，説明できる　　
(A-3)

2.未知なる諸問題に対して数理科学に基づく問題解決能力を習得する　　(B-1)

3.生命科学を理解する健康運動指導者になることを目標とし，技術や指導方法
に関する知識や理論に基づいて指導することができる　　(B-3)

4.社会人としての礼儀、言動、行動を励行することができる　　(B-3)

5.運動，健康運動における指導内容を理解でき指導方法を実践できる　　(B-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000654-01運動療法・処方（含むリハビリテーション）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

道下　竜馬、上原　吉就、藤谷　順三

◎－－－　概要　－－－◎

　生活習慣病、殊に本態性高血圧や肥満、脂質異常症、糖尿病
などに対する運動療法の効果はすでに確認されている。さら
に、高齢者の生活機能や認知機能の向上、介護予防では運動処
方が重要な役割を担う。本講義では、まず生活習慣病の病態に
ついて復習し、患者を対象にそれぞれの病態を改善させること
に対して、また、虚弱高齢者の衰退した体力を取り戻すための
運動の果たす役割について言及する。
　運動療法・処方については、基礎となる運動負荷試験の方法
やその意義を学習する。運動負荷試験の結果と評価について解
説し、具体的な運動処方を指導できるように解説していく。さ
らに、本講義では病院勤務経験を有する健康運動指導士より、
医療現場における健康運動指導士の役割について紹介してもら
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生活習慣病、認知症予防、介護予防に関する知識について理解
し、説明できる。(知識・理解)

運動処方に関する技術を習得し、運動指導等の場面において発
揮することができる。(知識・理解)

運動療法・処方について、論理的に説明できる意欲を持ってい
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の最初に前回の授業内容に関わる小テストを実施するの
で、予習・復習をしておくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

専門用語の正確な理解がなされているかを重視するために、原
則として定期試験（80%）、レポート・課題（20%）により総
合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「健康運動指導士養成講習会テキスト」2017年（健康・体
力づくり事業財団編）健康・体力づくり事業財団
「運動処方の指針 －運動負荷試験と運動プログラム（原
著第8版）」2011年（アメリカスポーツ医学協会編）南江
堂
「運動療法の実際」1991年（荒川規矩男、河合忠一編）南
江堂
また、講義の理解に不可欠な情報は、その度毎にコピーを
配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

運動処方の指針 -運動負荷試験と運動プログラム-（原書第
8版）　ISBN 978-4-524-26216-8
運動療法の実際　ISBN 4-524-24418-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　運動によって生じる種々の医学上の問題に関して参考に
なる。将来、リハビリテーション関係や健康運動指導士を
目指すものは熟読しておく必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　総論：生活習慣病概論（上原）
２　　健診結果の読み方および効果判定（1）（上原）
３　　健診結果の読み方および効果判定（2）（上原）
４　　運動のためのメディカルチェック（上原）
５　　運動プログラム作成上の理論（1）（道下）
６　　運動プログラム作成上の理論（2）（道下）
７　　服薬者の運動プログラム作成上の注意（上原）
８　心筋梗塞に対する急性期リハビリテーションプログラ
ム（上原）
９　　虚血性心疾患に対する運動療法（上原）
１０　高血圧に対する運動療法（道下）
１１　脂質異常症に対する運動療法（道下）
１２　糖尿病に対する運動療法（道下）
１３　メタボリックシンドロームに対する運動療法（道
下）
１４　認知症予防と介護予防（道下）
１５　医療現場において健康運動指導士が果たせる役割
（藤谷）



2019-A030000654-01運動療法・処方（含むリハビリテーション）

道下　竜馬、上原　吉就、藤谷　順三

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.生活習慣病、認知症予防、介護予防に関する知識について理解し、説明でき
る。　(A-1)

2.運動処方に関する技術を習得し、運動指導等の場面において発揮することが
できる。　(A-2)

3.運動療法・処方について、論理的に説明できる意欲を持っている。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.生活習慣病、認知症予防、介護予防に関する知識について理解し、説明でき
る。　(A-1)

2.運動処方に関する技術を習得し、運動指導等の場面において発揮することが
できる。　(A-2)

3.運動療法・処方について、論理的に説明できる意欲を持っている。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000753-01エアロビックエクササイズ「金3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実技　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森山　英子

◎－－－　概要　－－－◎

健康づくりのグループエクササイズフィットネスの指導のため
に、手本となるからだの動かし方、目的・対象者に合ったプログ
ラムの立て方、指導法を学び、コミュニケーション能力の高い指
導者育成を目指す。
　ここで行なうプログラムは「体ほぐし」「ニコニコペース®の
有酸素運動」レジスタンス」「ストレッチング」「マインドフル
ネス」などで構成されたもので、音楽を用いながら行なう『楽し
く・安全で・効果的』なエアロビックダンスをベースにした「パ
ラディソ体操®」であり、自治体等の介護予防教室で活用されて
いる。
　担当教員は、会員制フィットネススタジオの経営、指導者の育
成、フィットネスプログラムの企画運営、また実際にメタボリッ
クシンドロームとロコモティブシンドロームの予防や介護予防な
ど目的にあった運動指導を行なっているため、ヘルスケア産業分
野の情報・経験を活かした実践法をリアルタイムで伝えていく。
　また、応用編として、職場単位で行うエアロビックダンスの
「10分ランチフィットネス®」が職場のコミュニケーションや活
力、生産性まで寄与するといったエビデンスも実技を交えて紹介
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

安全で効果的な、手本となる体の動かし方ができる。(技能)

ティーチングとコーチングを理解し、やる気を導く指導法とは何
かを考え実行できる。(技能)

前期高齢者のグループを対象に、チームで運動プログラムを作成
することを通して、リーダーシップやコミュニケーション能力が
身に付く。(技能)

運動強度を変化させる4つの要因を説明できる。

指導の循環について理解し、説明できる。

運動の価値を新たな視点で考え、運動実践者が増えることで社会
にどのような影響を及ぼすかを伝えることができる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・健康運動指導士養成講習会テキスト（(財)健康・体力づくり事
業財団） 下巻のＰ４６７～４８１、ｐ４９９～５０８を予習し
ておくこと（60分）。
・グループで行う実技テストに向け、各メンバー全員で協力して
まとめ上げること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

筆記試験と実技テストを行う。
実技テストは、前期高齢者（グループ）を対象に、課題楽曲（３
分間）に合わせたプログラムをチームで作成し発表する。対象者
や目的に合ったプログラムの内容かどうか、手本となる体の動か
し方ができているのか、指導力はどうであるかの観点から評価す
る。
筆記テストはテキスト範囲の内容。
平常点30点、実技テスト30点 、筆記テスト30点、授業態度10点
の合計100点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

健康運動指導士養成講習会テキスト（(財)健康・体力づく
り事業財団）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

健康運動指導士資格取得希望者のみならず、この講座に興
味がある学生は大いに歓迎。
シラバスをしっかり読んで授業に臨むことを希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　フィットネス概論
２　身体感覚を磨く
３　姿勢づくりとウォーキング
４　ウォーミングアップの目的と内容
５　運動強度とベルカーブ（ジョギング含む）
６　筋コンディショニングとストレッチ
７　キューイングと音楽1
８　キューイングと音楽2
９　プログラムの立て方
10　プログラムの立て方
11　指導の実際
12　指導の実際
13　筆記テスト
14　実技テスト
15　まとめ



2019-A030000753-01エアロビックエクササイズ「金3」

森山　英子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.安全で効果的な、手本となる体の動かし方ができる。　(B-1)

2.ティーチングとコーチングを理解し、やる気を導く指導法とは何かを考え実
行できる。　(B-2)

3.前期高齢者のグループを対象に、チームで運動プログラムを作成することを
通して、リーダーシップやコミュニケーション能力が身に付く。　(B-3)

4.運動強度を変化させる4つの要因を説明できる。

5.指導の循環について理解し、説明できる。

6.運動の価値を新たな視点で考え、運動実践者が増えることで社会にどのよう
な影響を及ぼすかを伝えることができる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,C-4

1.安全で効果的な、手本となる体の動かし方ができる。　(B-1)

2.ティーチングとコーチングを理解し、やる気を導く指導法とは何かを考え実
行できる。　(B-2)

3.前期高齢者のグループを対象に、チームで運動プログラムを作成することを
通して、リーダーシップやコミュニケーション能力が身に付く。　(B-3)

4.運動強度を変化させる4つの要因を説明できる。
　(A-2)

5.指導の循環について理解し、説明できる。 　(A-3)

6.運動の価値を新たな視点で考え、運動実践者が増えることで社会にどのよう
な影響を及ぼすかを伝えることができる。　(C-4)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000753-02エアロビックエクササイズ「金4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実技　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森山　英子

◎－－－　概要　－－－◎

　健康づくりのグループエクササイズフィットネスの指導のため
に、手本となるからだの動かし方、目的・対象者に合ったプログラ
ムの立て方、指導法を学び、コミュニケーション能力の高い指導者
育成を目指す。
　ここで行なうプログラムは「体ほぐし」「ニコニコペース®の有酸
素運動」レジスタンス」「ストレッチング」「マインドフルネス」
などで構成されたもので、音楽を用いながら行なう『楽しく・安全
で・効果的』なエアロビックダンスをベースにした「パラディソ体
操®」であり、自治体等の介護予防教室で活用されている。
　担当教員は、会員制フィットネススタジオの経営、指導者の育
成、フィットネスプログラムの企画運営、また実際にメタボリック
シンドロームとロコモティブシンドロームの予防や介護予防など目
的にあった運動指導を行なっているため、ヘルスケア産業分野の情
報・経験を活かした実践法をリアルタイムで伝えていく。
　また、応用編として、職場単位で行うエアロビックダンスの「10
分ランチフィットネス®」が職場のコミュニケーションや活力、生産
性まで寄与するといったエビデンスも実技を交えて紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

安全で効果的な、手本となる体の動かし方ができる。 (技能)

ティーチングとコーチングを理解し、やる気を導く指導法とは何か
を考え実行できる。
(技能)

前期高齢者のグループを対象に、チームで運動プログラムを作成す
ることを通して、リーダーシップやコミュニケーション能力が身に
付く。
 
(技能)

運動強度を変化させる4つの要因を説明できる。

指導の循環について理解し、説明できる。

運動の価値を新たな視点で考え、運動実践者が増えることで社会に
どのような影響を及ぼすかを伝えることができる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・健康運動指導士養成講習会テキスト（(財)健康・体力づくり事業財
団） 下巻のＰ４６７～４８１、ｐ４９９～５０８を予習しておくこ
と（60分）。
・グループで行う実技テストに向け、各メンバー全員で協力してま
とめ上げること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

筆記試験と実技テストを行う。
実技テストは、前期高齢者（グループ）を対象に、課題楽曲（３分
間）に合わせたプログラムをチームで作成し発表する。対象者や目
的に合ったプログラムの内容かどうか、手本となる体の動かし方が
できているのか、指導力はどうであるかの観点から評価する。
筆記テストはテキスト範囲の内容。
平常点30点、実技テスト30点 、筆記テスト30点、授業態度10点の合
計100点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

健康運動指導士養成講習会テキスト（(財)健康・体力づく
り事業財団）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　フィットネス概論
２　身体感覚を磨く
３　姿勢づくりとウォーキング
４　ウォーミングアップの目的と内容
５　運動強度とベルカーブ（ジョギング含む）
６　筋肉強化とストレッチ
７　キューイングと音楽1
８　キューイングと音楽2
９　プログラムの立て方
10　プログラムの立て方
11　指導の実際
12　指導の実際
13　筆記テスト
14　実技テスト
15　まとめ



2019-A030000753-02エアロビックエクササイズ「金4」

森山　英子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.安全で効果的な、手本となる体の動かし方ができる。 　(B-1)

2.ティーチングとコーチングを理解し、やる気を導く指導法とは何かを考え実
行できる。
　(B-2)

3.前期高齢者のグループを対象に、チームで運動プログラムを作成することを
通して、リーダーシップやコミュニケーション能力が身に付く。
 
　(B-3)

4.運動強度を変化させる4つの要因を説明できる。

5.指導の循環について理解し、説明できる。

6.運動の価値を新たな視点で考え、運動実践者が増えることで社会にどのよう
な影響を及ぼすかを伝えることができる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,C-4

1.安全で効果的な、手本となる体の動かし方ができる。 　(B-1)

2.ティーチングとコーチングを理解し、やる気を導く指導法とは何かを考え実
行できる。
　(B-2)

3.前期高齢者のグループを対象に、チームで運動プログラムを作成することを
通して、リーダーシップやコミュニケーション能力が身に付く。
 
　(B-3)

4.運動強度を変化させる4つの要因を説明できる。

　(A-2)

5.指導の循環について理解し、説明できる。

　(A-3)

6.運動の価値を新たな視点で考え、運動実践者が増えることで社会にどのよう
な影響を及ぼすかを伝えることができる。　(C-4)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000610-01解剖生理学Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

岩本　英明、重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

（岩本）
解剖生理学は、人間を対象とするあらゆる学問の基礎を成す。
実際に整形外科医として人体を扱っている経験を活かし、本講
義では人間の形態的な面、機能的な面そして生理的な面の基礎
を講義する。専門的な語彙が多く使われるが、学部生として、
また指導者、研究者になるものとして最低限知っておかなけれ
ばならない事を修得してもらう。講義の進め方は毎時間ごとに
配布するプリントを中心に、重要なところは視覚的に理解を促
すためにスライドやDVDを使用して進めていく。
（重森）
スポーツ科学部の学生として、運動に関与する様々な事項を理
解することは極めて重要である。なかでも解剖学と生理学は、
人の身体の仕組みを知るうえで欠かせない知識である。人体を
構成する要素で、一定の形態と機能を備えたものは器官（臓
器）と呼ばれる。人体には多くの器官系があり、各器官系につ
いての構造的特徴と人体の機能に関する基本的な理解を身につ
けることを目標とする。また将来的にスポーツに関与する様々
な分野への職を考えている学生諸君は、当講義で身体の基本知
識を得ることを薦める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ医学の基礎的な人体の構造、機能を理解しかつ説明す
る事が出来る。(知識・理解)

人体の動きや構造や働きの基礎を学ぶことによって、スポーツ
の動きについての基礎的な部分を理解し、かつ説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（岩本）
予習として参考書にあげた書籍のどれかを30分程度通読して、
ある程度の構造の名称を頭に入れておく必要がある。そして復
習として約1時間程度をかけて、講義内容の重要ポイントを書
きだしたサブノートの作成を推奨する。
（重森）
神経系、脈管系、消化器系、生殖器系、内分泌系などの器官系
について、それぞれの課題を決め、レポートを提出する。（約
1時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

先の学年で学ぶ専門科目の講義内容を理解するために必要な解
剖生理学の基本的な知識を獲得しているかどうかを評価する。
（岩本）評価基準は期末試験80％、ミニッツペーパー10％、積
極的授業参加10％で評価する。授業への積極的な参加が基準と
なる。
（重森）成績評価の方法は、期末試験（90％）、平常点（ミ
ニッツペーパー及び小テスト）など（10％）で評価する。ミ
ニッツペーパーは適宜行う。小テストは前回授業の内容から出
題する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に指定しない。毎時間ごとにプリントを配布
する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『入門人体解剖学改訂3版』藤田恒夫著　南江堂
『新しい解剖生理学』山本敏行著　南江堂
『目で見るからだのメカニズム』境　章著　医学書院
『日本人体解剖学』金子丑乃助著　南江堂

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、積極的に授業に参加することを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（岩本）
1 解剖学総論　解剖学の基礎、関節の基礎構造
2 骨格系1 上腕、前腕、手指の形態と機能
3 骨格系2 頭蓋骨、胸郭、脊柱の形態と機能
4 骨格系3 大腿、下腿、足部の形態と機能
5 筋系1 筋肉総論及び筋生理
6 筋系2 頭部、顔面、頸部の筋群と機能
7 筋系3 胸腹部、上肢、下肢の筋群と機能
（重森）
8 神経系　脳神経の構造と機能
9 脈管系　心臓・動静脈の構造と機能
10消化器系　消化吸収に関わる器官の構造と機能
11呼吸器系　呼吸作用に関わる器官の構造と機能
12泌尿器系　尿排泄に関わる器官の構造と機能
13生殖器系　生殖に関わる器官の構造と機能
14神経系の生理
15総括（岩本・重森）



2019-A030000610-01解剖生理学Ⅰ

岩本　英明、重森　裕

◎健康:A-1,A-2

1.スポーツ医学の基礎的な人体の構造、機能を理解しかつ説明する事が出来
る。　(A-1)

2.人体の動きや構造や働きの基礎を学ぶことによって、スポーツの動きについ
ての基礎的な部分を理解し、かつ説明することができる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A030000611-01解剖生理学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

岩本　英明、重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

（重森）
　スポーツ科学部の学生として、運動に関与する様々な事項を理解す
ることは極めて重要である。なかでも解剖学と生理学は、人の身体の
仕組みを知るうえで欠かせない知識である。解剖生理学Ⅱでは人体の
構造と機能との関連を解剖生理学で講義した内容より詳細に理解す
る。各器官系における頻度の高い疾患の病態だけでなく、スポーツに
関係する頻度の高い疾患も理解できることを目標とする。また将来的
にスポーツに関与する様々な分野への職を考えている学生諸君は、当
講義で身体の基本の知識を得ることを薦める。

（岩本）
　解剖生理学Ⅱでは、整形外科臨床医としての経験を活かし、解剖生
理学（Ⅰ）で講義した内容を基礎として、より詳細な関節の動きを中
心に理解する。可能な限りスポーツ科学部生にとって必要な事柄を、
解剖生理学と関連させて理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人体の構造と機能との関連をより詳しく学び理解する。(知識・理解)

人体の構造と機能との関連をより詳しく学び、専門的な知識を習得す
る。(知識・理解)

外傷・障害・疾病など医学的基礎知識を学び、理解する。(知識・理
解)

人体の基本的構造を学び理解し、健康運動に関わる専門的技術の修得
へつなげる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（重森）
予習：何らかの解剖学の専門書で次回の授業範囲を予習し、専門用語
意味等を理解しておくこと。
復習：毎回授業の最初に前内容について小テストを実施するので、復
習しておくこと
　　（予習・復習　約1時間程度）
（岩本）
予習として参考書にあげた書籍のどれかを30分程度通読して、ある程
度の構造の名称を頭に入れておく必要がある。そして復習として約1
時間程度をかけて、講義内容の重要ポイントを書きだしたサブノート
の作成を推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（重森）
成績評価基準・・・一般の疾患のみならず、スポーツで発生するさま
ざまな疾患を理解するのに必要となる解剖生理学の基本的な知識を獲
得しているかどうかを評価する。
成績評価の方法・・・・期末試験、平常点（ミニッツペーパーおよ
び、小テストなど）で評価する。ミニッツペーパーは適宜行う。小テ
ストは前回授業の内容から出題する。期末試験は授業で講義した範囲
から、論述問題、穴埋め問題、選択問題を総合的に出題する。
成績は期末試験の割合を80％、平常点の割合を20％程度として総合的
に判断する。

（岩本）
評価基準は、期末試験（80％）、積極的授業参加・ミニッツペー
パー（20％）で評価する。期末試験の内容や形態は、最後の講義で説
明するが、講義ごとに重要ポイントは指摘をする。その重要ポイント
からの出題となる。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

（重森）
　時間毎にプリントを配布する
（岩本）
　時間毎にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新しい解剖生理学　ISBN ISBN4-524-21115-2
入門人体解剖学改訂３版　
カパンディ関節の生理学　ISBN ISBN222401052-4
いずれも図書館スポーツ科学部分室に備えられている。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　解剖生理学Ⅰを基礎としているため、解剖生理学Ⅰを履
修していること。講義では授業の理解を深めるための資料
を配布する。また、同じ目的でスライドも用いる。
真面目に、集中して授業に積極的に参加することを推奨す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(重森）
１　神経系疾患とスポーツ（脳・神経に関与する疾患）
２　循環器系疾患とスポーツ（循環器系に関与する疾患）
３　消化器系疾患とスポーツ（消化器系に関与する疾患）
４　呼吸器系疾患とスポーツ（呼吸器系に関与する疾患）
５　泌尿器系疾患とスポーツ（泌尿器系に関与する疾患）
６　生殖器系疾患とスポーツ（生殖器系に関与する疾患）
７　内分泌系、免疫系とスポーツ（ホルモンや免疫に関与
する疾患）
８　その他（年齢や障碍者などに関与する疾患）

（岩本）
１　骨格系１……関節の基礎、頭蓋骨、脊柱
２　骨格系２……胸郭、上肢、下肢
３　筋系１………筋の総論及び生理
４　筋系２………頭部、頚部の筋
５　筋系３………胸腹部、上肢、下肢の筋
６　神経系のメカニズムについて
７　総まとめ



2019-A030000611-01解剖生理学Ⅱ

岩本　英明、重森　裕

◎健康:A-1,A-2

1.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び理解する。　(A-1)

2.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び、専門的な知識を習得する。　
(A-1)

3.外傷・障害・疾病など医学的基礎知識を学び、理解する。　(A-2)

4.人体の基本的構造を学び理解し、健康運動に関わる専門的技術の修得へつな
げる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-1,A-2

1.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び理解する。　(A-1)

2.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び、専門的な知識を習得する。　
(A-1)

3.外傷・障害・疾病など医学的基礎知識を学び、理解する。　(A-2)

4.人体の基本的構造を学び理解し、健康運動に関わる専門的技術の修得へつな
げる。　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000510-01キャンプⅡ

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

築山　泰典、門田　卓史

◎－－－　概要　－－－◎

　キャンプⅡは、キャンプⅠを履修した者を対象に実施する。
　野外教育の中でも、教育効果が高い手法として「冒険教育」
がある。その手法を用い、米国で開発されたものが、プロジェ
クト・アドベンチャーである。
　2012年に本学くじゅうの杜キャンパス内に、この施設が設置
され、様々な場面で活用されてきたが、このことに特化した形
での「体験を通じた指導法学習」を本講座の主たる内容とす
る。
　プロジェクト・アドベンチャーは、野外教育の現場だけでな
く、学校教育におけるクラス作りなどでも、近年活用されてい
る状況にある。また、多くの企業研修などでも用いられてい
る。そのため、将来教員を目指す者のみならず多くの学生に
とって有意義な講座内容となるものと考える。
　担当教員は、この手法を用い企業研修やプロスポーツチーム
を対象としたチームビルディングを実践しており、今の社会か
ら求められる能力について深く考え、獲得のための行動の在り
方を身につけることが出来るものと考える。
　冒険と危険とは、近い存在でもあり、高所でのプログラム等
も含む。そのため、楽しむことは良いが決してふざけるような
姿勢は許されない。積極的な挑戦を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

冒険教育の指導技術を理解することができる(技能)

冒険教育の指導方法に関する知識や技術を獲得し他の指導場面
で活用することができる(技能)

冒険教育を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力を
身につけ日常生活でも発揮することができる(技能)

冒険教育を通じて安心安全の環境づくりを含む倫理的思考力を
身につけ発揮することができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前のガイダンスにおいて、概要の説明を行い、実施に向け
た心身の準備を求める。このことを事前学習捉える。また、講
座終了後には、レポート課題を課す。このことを事後学習と捉
える。そのため前後で8時間程度の学習時間を確保する必要が
ある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実習中の指導状況（５０％）、実習中の参加態度（２
５％）、および実習中の演習問題の結果（２５％）等による総
合的評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリント等をテキストとする

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定せず、授業時に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

キャンプⅠの単位を取得していること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1)プロジェクト・アドベンチャー理解
2)社会での活用①
3)社会での活用②
4)体験学習法①
5)体験学習法②
6)～9)
　ローエレメントを活用したプログラム展開
10)～13)
　ハイエレメントを活用したプログラム展開
14)指導法演習
15)まとめ



2019-A030000510-01キャンプⅡ

築山　泰典、門田　卓史

◎健康:B-1,B-2,B-3,B-4

1.冒険教育の指導技術を理解することができる　(B-1)

2.冒険教育の指導方法に関する知識や技術を獲得し他の指導場面で活用するこ
とができる　(B-2)

3.冒険教育を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力を身につけ日常
生活でも発揮することができる　(B-3)

4.冒険教育を通じて安心安全の環境づくりを含む倫理的思考力を身につけ発揮
することができる　(B-4)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.冒険教育の指導技術を理解することができる　(B-1)

2.冒険教育の指導方法に関する知識や技術を獲得し他の指導場面で活用するこ
とができる　(B-2)

3.冒険教育を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力を身につけ日常
生活でも発揮することができる　(B-3)

4.冒険教育を通じて安心安全の環境づくりを含む倫理的思考力を身につけ発揮
することができる

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000041-01健康運動器外科学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

岩本　英明

◎－－－　概要　－－－◎

整形外科学は、人の骨格、関節、筋肉、靭帯の疾患を治療する
学問である。このため最近では運動器外科学と称されるように
なってきている。体を動かすことは即ち運動器を動かすことに
他ならない。実際に整形外科診療の場面で遭遇する実例の経験
を活かし、本講義では健康増進、維持のために行う運動におい
て発生する外傷・障害を部位別に講義し、その発生起序、症
状、対処法（応急処置を含む）を学ぶことにある。さらに健康
的な運動継続を阻害するような因子（骨粗鬆症、リウマチ、変
形性関節症等）を詳細に学ぶことによって、その対処法を理解
することができる。本講義を受ける学生は将来健康運動指導士
や健康運動実践指導士の資格修得を目指しているため、最低そ
の認定試験に合格することが第一目的である。しかし認定を受
けた後に、正しい知識を世に発信し、かつ運動の現場で正しく
実践する必要がある。このためかなり専門的な知識を習得しな
ければならないため、しっかりとした学ぶ姿勢が重要となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

運動（スポーツ）の現場で発生する主な外傷・障害を理解し、
かつ説明することが出来る。(知識・理解)

健康的な運動を阻害する因子を理解し、その対応ができ、かつ
説明することが出来る。(知識・理解)

健康運動を継続させるためには、どのようなトレーニングが適
しているかを理解し、かつ説明することが出来る(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前の予習として必ず30分程度で、テキストに目を通してお
くこと。そこで理解できた点と、出来なかった点を認識してお
くことが重要である。さらに本講義前に解剖生理学を履修して
いない者は、必ず解剖書を通読し専門的名称を熟知しておく必
要がある。講義後は約1時間程度をかけて、重要なポイントを
箇条書きにしたサブノートの作成を推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、期末試験70％、積極的授業参加及びミニッツペー
パーが30％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

健康運動指導士講習会で使用されるテキストを中心に講義
する。それ以外にも必要なところはプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

健康運動指導士講習会テキスト（上・下巻）　剤）健康・
体力づくり財団発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、集中して、さらに積極的な授業への参加を推奨
する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 運動器外科学概論
2 スポーツ傷害応急処置（下巻第10章2,3）
3 機能解剖学概論Ⅰ（上巻第5章3）
4 機能解剖学概論Ⅱ（上巻第5章4）
5 ロコモーションシンドローム（上巻第3章7）
6 運動器退行疾患「変形性関節症」
7 運動器退行疾患「骨粗鬆症」
8 外科的損傷「頭部、頸部」（上巻第7章2）
9 外科的損傷「上肢、体幹」①（上巻第7章2）
10外科的損傷「上肢、体幹」②（上巻第7章2）
11外科的損傷「腰部」（上巻第7章3）
12外科的損傷「下肢」①（上巻第7章3）
13外科的損傷「下肢」②（上巻第7章3）
14生活習慣病に対する運動療法プログラム
　ロコモーションシンドローム（下巻第11章8）
15生活習慣病に対する運動療法プログラム
　運動器退行疾患（下巻第11章8）



2019-A030000041-01健康運動器外科学

岩本　英明

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.運動（スポーツ）の現場で発生する主な外傷・障害を理解し、かつ説明する
ことが出来る。　(A-1)

2.健康的な運動を阻害する因子を理解し、その対応ができ、かつ説明すること
が出来る。　(A-2)

3.健康運動を継続させるためには、どのようなトレーニングが適しているかを
理解し、かつ説明することが出来る　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.運動（スポーツ）の現場で発生する主な外傷・障害を理解し、かつ説明する
ことが出来る。　(A-1)

2.健康的な運動を阻害する因子を理解し、その対応ができ、かつ説明すること
が出来る。　(A-2)

3.健康運動を継続させるためには、どのようなトレーニングが適しているかを
理解し、かつ説明することが出来る　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000754-01健康運動指導演習Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

檜垣　靖樹、上原吉就・川中健太郎・布目寛幸・山口幸生・道下竜馬・藤谷順三

◎－－－　概要　－－－◎

　健康運動指導演習Ⅰでは、健康運動指導者として高度な知識
と優れた指導力を有する質の高い人材を育成することを目指し
て、まず健常者を対象とした運動プログラムの実践力を養い、
基本的知識の習得を目的とする。健康運動の基本的事項につい
て整理し、授業計画に記載した①～⑮のカリキュラムに従い、
模擬試験および実技試験を実施する。また、福岡大学メディカ
ルフィットネスセンターの体験実習、陸上及び水中運動の実習
を通して、実践スキルを磨く。本演習の最後には、健康運動実
践指導者認定試験を受験し、資格取得を目指す。
　尚、健康運動の実践の場で活躍する実務者を招聘し、現場の
抱える課題と対策についても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康運動の指導技術を習得し、健康運動の指導ができる。(技
能)

健康運動の知識や理論に基づき、健康運動の指導ができる。
(技能)

健康運動を指導する上で、効果的なキューイングをすることが
できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前に予習を行い、模擬試験結果について事後学習を行う
こと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質の高い優れた健康運動指導者を目指すためのスキルと知識
の習得度を、授業内で実施する健康運動実践指導者模擬試験の
結果（5割）及び実技試験の結果（5割）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　健康運動実践指導者養成用テキスト（健康・体力づくり
事業財団発行、南江堂編集・製作）。

◎－－－　参考書　－－－◎

健康実践指導者養成テキスト　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　健康運動科学科の皆さんは、健康運動実践指導者の受験
に必要な単位を履修すると認定試験を受験することができ
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① 健康づくり施策概論
② 運動生理学
③ 栄養摂取と運動
④ 体力の測定と評価
⑤ 健康づくりと運動プログラム
⑥ 健康づくり運動の実際
⑦ エアロビクス実習
⑧ エアロビクス実習
⑨ エアロビクス実習
⑩ 運動指導の心理学的基礎
⑪ 機能解剖とバイオメカニクス
⑫ 運動障害と予防・救急措置
⑬ 健康運動実践現場の課題とその対策
⑭ 筆記模擬試験１
⑮ 筆記模擬試験２

【担当】
　檜垣②⑥⑭⑮
　上原⑤⑫⑭⑮
　川中③⑦⑭⑮
　布目④⑪⑭⑮
　山口⑧⑩⑭⑮
　道下①⑨⑭⑮
　藤谷⑬



2019-A030000754-01健康運動指導演習Ⅰ

檜垣　靖樹、上原吉就・川中健太郎・布目寛幸・山口幸生・道下竜馬・藤谷順三

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.健康運動の指導技術を習得し、健康運動の指導ができる。　(B-1)

2.健康運動の知識や理論に基づき、健康運動の指導ができる。　(B-2)

3.健康運動を指導する上で、効果的なキューイングをすることができる。　
(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A030000662-01フィットネス実習

 期別：通年　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

道下　竜馬

◎－－－　概要　－－－◎

　フィットネス実習は、健康増進を目的とした事業を展開して
いる現場で、経営、企画、運営、プログラム開発、指導法など
を体験的に学び、現状を深く理解することを目的としている。
実習場所は健康づくりセンター、ヘルス・フィットネスクラ
ブ、スイミングクラブなどである。 本実習では、フィットネス
クラブに勤務する現場の運動指導者から直接、指導や助言を受
ける。
　このフィットネス実習は、3・4年次生を対象とするものであ
るが、実習に際して必要な心得を記しておきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明
できる。(技能)

健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や
理論に基づいて指導することができる。(技能)

健康運動・レクリエーションの指導をとおして、リーダーシッ
プ・コミュニケーション能力を身につけ、発揮することができ
る。(技能)

健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解
決する意欲を持っている。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実際の実技指導に関して予習、復習を行い、自身のみならず指
導担当者の指導内容についても記録をとること（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習への取り組みと実習簿の内容（実習簿の記録内容と実習先
の長の評価；50%）と課題レポート（50%）により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フィットネス実習簿を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※ 原則として「体力学」「スポーツ生理学」の単位を取
得していることを前提とする。

1. 本実習は、日頃の研究を更に深めることができる絶好の
機会であるので、あらかじめ研究テーマを設定しておき、
実習期間中に課題解決の方策を検討するなど、実習体験を
通じて専門性を高めるよう努めること。
2. 実習では、大学の教室や研究では期待できない様々な成
果を得ることができるので、自主的、自発的に旺盛な研究
意欲をもってのぞむこと。
3. 実習先の指導担当者の指導助言を謙虚に受け、その方針
や計画にしたがって実習活動をすすめること。
4. 大学生としてふさわしい服装、礼儀、言語、動作をとる
こと。
5. 勤務日、出退時間は、実習先の規定に従うこと。
6. 毎日、実習簿にその日の出来事と自身の反省を記録し
て、指導担当者の点検を受けること。殊に、実技等の指導
に際しては、指導案を作成して実習簿の所定欄に記入し、
指導担当者の指導を受けること。
7. 実習が終わったら、2週間以内に所要の記載をした実習
簿と実習先の長が作成した評価票、課題レポートを提出す
ること。
8. 実習終了後も実習先と連絡を保ち、実際上の問題等につ
いて指導担当者に相談したり、指導を受けたりすることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１－２　　フィットネス実習　概要
３　  　　フィットネスクラブの概要
４　 　　 自身の将来の進路からフィットネス実習として
ふさわしい施設の選択
５－６　　実習先との連絡調整および事前挨拶
７－１３　実習実施と期間中の実習日誌の作成
１４　 　 実習終了後のレポート作成
１５　 　 まとめ
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道下　竜馬

◎健康:B-1,B-2,B-3,B-4

1.健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明できる。　
(B-1)

2.健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論に基づい
て指導することができる。　(B-2)

3.健康運動・レクリエーションの指導をとおして、リーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。　(B-3)

4.健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決する意欲を
持っている。　(B-4)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3,B-4

1.健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明できる。　
(B-1)

2.健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論に基づい
て指導することができる。　(B-2)

3.健康運動・レクリエーションの指導をとおして、リーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。　(B-3)

4.健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決する意欲を
持っている。　(B-4)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。


