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愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1A100100

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1A100100

担当教員 松原 達昭

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0001 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 〇 - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

健康科学・医学・医療の著しい発展と⾷・住環境、労働環境など⽣活環境の改善は、平均余命の著しい延伸をもたらしました。�
ただし、この間、⽣活習慣の偏りによる健康障害が増加し、⼀⽅では新興感染症の出現によって、疾病構造は⼤きく変容しました。�
健康は疾病の対極として捉えるのでなく、健康と疾病は連続したものであり、⽣活の質を左右する基盤・条件であると考えられるようになってい

ます。�
本授業を学ぶ⽬的は、健康⻑寿社会を担う研究者、専⾨家、職業⼈等に対して啓発を図ることにあります。

⽅法

第1回授業では本講義のオリエンテーションを⾏います。�
第2回授業では、健康についての定義、健康の指標および研究活動における倫理と不正防⽌について講義を⾏い、研究者としてのあり⽅をともに
考えます。�
院⽣の相互交流を深めるためにも、⾃由闊達な授業内容にしていきましょう。

履修条件

特にありません。

履修する上の留意点

到達⽬標

1
健康科学の進展について関連事項をウエブ等で検索し、情報を交換し、理解を深める⼒が⾝につく。また、健康科学について関⼼を⾼め、意⾒交換が

できるようになる。修⼠論⽂の英⽂アブストラクトを書ける能⼒が⾝につく。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① ⾃主学習⼒/授業態度/⼝頭発表 35/25/40

到達⽬標②

到達⽬標③

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1

参考書

書籍名 出版社 著者

1

健康科学特論
更新⽇：2022/02/24�14:07:56
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愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

「健」に従事する者にとって、⾃⼰研鑽ができる魅⼒的な授業です。

課題に対するフィードバック

授業における発表内容について講師やクラスメートからの意⾒を聞き、それについて⾃分の意⾒を述べる⼒が評価されます。�
質疑応答時間では講師も⼀員となり参加し意⾒を述べます。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

講師から、授業の進⾏⽅法についてオリエンテーションを⾏う。

受講⽣は、話し合いによって、�Great�Discoveries�in�Medicin
e�で取りあげられている70の発⾒のstoriesの中から、⾃分が担
当するstoryと、そのstoryの内容についての発表予定⽇を決め
る。各回の授業では1名の院⽣が発表し、1回の授業で1つのstor
yについて学んで⾏くこととする。�
なお、第1回⽬の授業では、講師が発表の⾒本を⽰す予定であ
る。

受講者は、第3回の授業で取りあげられるstoryを読
んで、内容を把握しておく。また、storyの内容に
ついてウエブや⽂献で調べておき、第3回授業での
質疑応答に備える。

オンライン

担当者

第２回

「健康」についての定義、健康の指標、統計からみた健康等につ

いて、種々の観点から解説する。�
また、研究活動の倫理と不正防⽌について講義をし、研究者とし

てのあり⽅を述べる。

健康についての⾃⼰の考え⽅をまとめておく。�
研究活動における倫理や不正防⽌について調べ、研

究者としてのあり⽅を考えておく。�
健康の定義について講義の内容の復習を⾏う。

オンライン

担当者

第３回

第3回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第3回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第4回
の授業で発表する。

オンライン

担当者

第４回

第4回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第4回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第5回
の授業で発表する。

オンライン

担当者

第５回

第5回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第5回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第6回
の授業で発表する。

オンライン

担当者

第６回

第6回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第6回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第7回
の授業で発表する。

オンライン

担当者

第７回

第7回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第7回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第8回
の授業で発表する。

オンライン

担当者

第８回

第8回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第8回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第9回
の授業で発表する。

オンライン

担当者

第９回

第9回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表された
内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題に

ついての検討も⾏う。

第9回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第10
回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１０回

第10回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表され
た内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題

についての検討も⾏う。

第10回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第1
1回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１１回

第11回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表され
た内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題

についての検討も⾏う。

第11回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第1
2回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１２回

第12回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表され
た内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題

についての検討も⾏う。

第12回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第1
3回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１３回

第13回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表され
た内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題

についての検討も⾏う。

第13回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第1
4回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１４回

第14回授業の担当学⽣がstoryの訳と内容を発表する。発表され
た内容について受講者は意⾒交換を⾏う。併せて、疑問点や課題

についての検討も⾏う。

第14回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調べる。疑問点やその他意⾒を第1
5回の授業で発表する。�

オンライン

担当者

第１５回 総まとめ
研究活動における⼤切な点について意⾒交換をす

る。

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1A100200

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1A100200

担当教員 杉⼭ 佳菜⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0002 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

クオリアを追求した⼼理学は、その表裏の関係にある⾏動科学をもってして初めて、科学の体裁をとることができた。⼼理学で扱う「⼼」とは何

か。感情・⾏動・態度・認知が「⼼」なのか、研究したい対象はどのような「⼼」なのか。⼼理学から⼈間⾏動の⼀般的法則を考える。また、こ

れから⼈を対象とした研究をする⼈には、⾃分の研究をどのような視座に⾃分の研究を置くのかを⾒据えて受講していただきたい。

⽅法

前半は、⼼理⾏動科学としての様々な分野における基本について講義を⾏う。講義の最後に振り返りレポートを課す。後半はHandbook�of�Child
�Psychology�and�Development�Science�第７版の完訳本の「児童⼼理学・発達科学ハンドブック」を読み解いていく。興味関⼼により担当を決
め、プレゼンテーションを⾏ってもらう。

履修条件

履修する上の留意点

到達⽬標

1 ⼼理学の基礎知識から⼈間⾏動について理解する。

2 ⽂献購読により、児童発達研究の最前線を理解する。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 授業毎の振り返りレポート 30

到達⽬標② 発表資料および発表態度 40

到達⽬標③ 最終レポート 30

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 なし

参考書

書籍名 出版社 著者

1 児童⼼理学・発達科学ハンドブック 福村出版 ⼆宮克美・⼦安増⽣ 監訳

2 『⼼理学』 東京⼤学出版会
⿅取廣⼈・杉本敏夫・⿃居修晃・河内

⼗郎（編集）

３ 『⼼理学概論』 ナカニシヤ出版 岡市廣成・鈴⽊直⼈（監修）

⼼理⾏動科学特論
更新⽇：2022/02/22�02:27:31
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愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

⼼理学と⾏動科学を背景として、修⼠論⽂の⾻⼦となる哲学を持っていただければ幸いです。

課題に対するフィードバック

授業内のディスカッションを通して、または授業内でのコメントを通してフィードバックする。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
オリエンテーション�
 授業の概説と発表担当の決定

予習：各⾃の研究課題を⼿短にしゃべれるようにし

ておくこと。�
復習：マインドマップによって、多様な⼼理⾏動科

学の枠組みと、⾃分の研究の位置づけをしておくこ

と。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第２回 ⼼理学の歴史

予習：⼼理学の歴史について、少しは調べておくこ

と。�
復習：⾃分の研究が⼼理学の歴史においてどのよう

な位置づけなのかを把握し、マインドマップによっ

て記⼊する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第３回 感覚知覚の⼼理⾏動科学

予習：感覚・知覚⼼理学について、少しは調べてお

くこと。�
復習：⾃分の研究が感覚・知覚⼼理学とどのような

関係なのかを把握し、マインドマップによって記⼊

する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第４回 ⼼理⾏動科学の神経⽣理学的基礎

予習：神経⽣理学について、少しは調べておくこ

と。�
復習：⾃分の研究が神経⽣理学とどのような関わり

があるのかを把握し、マインドマップによって記⼊

する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第５回 ⾔語と思考の⼼理⾏動科学

予習：⾔語と思考の⼼理学について、少しは調べて

おくこと。�
復習：⾃分の研究が⾔語と思考の⼼理学においてど

のような位置づけなのかを把握し、マインドマップ

によって記⼊する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第６回 性格の⼼理⾏動科学

予習：性格⼼理学について、少しは調べておくこ

と。�
復習：⾃分の研究が性格⼼理学においてどのような

位置づけなのかを把握し、マインドマップによって

記⼊する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第７回 認知発達の⼼理⾏動科学

予習：認知発達⼼理学について、少しは調べておく

こと。�
復習：⾃分の研究が認知発達⼼理学とどのような位

置づけなのかを把握し、マインドマップによって記

⼊する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第８回 社会⾏動の⼼理⾏動科学

予習：社会⼼理学について、少しは調べておくこ

と。�
復習：⾃分の研究が社会⼼理学とどのように関わっ

ているのかを把握し、マインドマップによって記⼊

する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第９回
⽂献購読（１）：児童⼼理学・発達科学ハンドブックのVol.1
「理論と⽅法」から、興味・関⼼のあるテーマを講読する。

予習：講読箇所について、あらかじめ⽬を通してお

く。�
復習：授業内で提⽰された第11回のディスカッシ
ョンテーマについて、⾃分の意⾒を整理する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第１０回

⽂献購読（２）：児童⼼理学・発達科学ハンドブックのVol.２
「認知過程」から、興味・関⼼のあるテーマについて、講読す

る。

予習：講読箇所について、あらかじめ⽬を通してお

く。�
復習：授業内で提⽰された第11回のディスカッシ
ョンテーマについて、⾃分の意⾒を整理する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第１１回
⽂献購読（３）：第９回・第10回の⽂献購読の内容について、
ディスカッションをする。

予習：ディスカッションに向けて意⾒を整理してお

く。�
復習：振り返りシートをまとめる。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第１２回

⽂献購読（４）：児童⼼理学・発達科学ハンドブックのVol.３
「社会情動の過程」から、興味・関⼼のあるテーマについて、講

読する。

予習：講読箇所について、あらかじめ⽬を通してお

く。�
復習：授業内で提⽰された第14回のディスカッシ
ョンテーマについて、⾃分の意⾒を整理する。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第１３回 ⽂献購読（５）：児童⼼理学・発達科学ハンドブックのVol.４
「⽣態学的状況と過程」から、興味・関⼼のあるテーマについ

予習：講読箇所について、あらかじめ⽬を通してお

く。�
オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦
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て、講読する。 復習：授業内で提⽰された第14回のディスカッシ
ョンテーマについて、⾃分の意⾒を整理する。

第１４回
⽂献購読（６）：第12回・第13回の⽂献購読の内容について、
ディスカッションをする。

予習：ディスカッションに向けて意⾒を整理してお

く。�
復習：振り返りシートをまとめる。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

第１５回 まとめ

予習：これまでの授業や、⽂献研究においてなされ

てきたことを振り返る。�
復習：ここでの学びを今後どのように活かすかにつ

いて、考察をし、最終レポートの構想をまとめる。

オンライン

担当者 杉⼭佳菜⼦

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100100

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100100

担当教員 松原 達昭

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0003 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 〇 - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容 疾病の知識・病態を理解する基礎となる科⽬として、疾病の成り⽴ちを理解し、重要な疾患の病変・病態、治療、並びに予防について学びます。�

⽅法

疾病の成り⽴ちを理解し、如何なる治療法や予防法があるのかを調べ、考えてください。�
疾病の実例の⽰説を通して疾病の理解と考察能⼒を⾝につけ、健康管理や、福祉に携わる専⾨家等、健康社会に貢献する⼈々の素養の⼀部となる

ことを期待します。

履修条件

特にありません。

履修する上の留意点

到達⽬標

1 病気の成り⽴ち、疾病の分類、要因についての理解。

2 ⽣活習慣病（糖尿病、⾼⾎圧症、脂質異常症）の徴候、治療、予防等についての理解。

3 遺伝⼦、遺伝性疾患についての理解。

4 メンタルヘルスについての理解。

5 感染症、腫瘍の発症機序、病態、治療、予防等についての理解。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 討論の質（内容、理解度、参加態度） 10

到達⽬標② 討論の質（内容、理解度、参加態度） 30

到達⽬標③ 討論の質（内容、理解度、参加態度） 15

到達⽬標④ 討論の質（内容、理解度、参加態度） 15

到達⽬標⑤ 討論の質（内容、理解度、参加態度） 30

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1

参考書

書籍名 出版社 著者

1

健康管理学特論Ⅰ（病理・病態学）
更新⽇：2022/03/07�10:34:28
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オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

課題に対するフィードバック

質疑応答時間を設定し、学⽣が主体となり講師も参加して対話的に学び、討論することとします。�
疾病や異常状態と⽇常⽣活や社会との関連性についても考え、健康管理の基礎知識や実践の重要さの理解に努めます。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
オリエンテーション�
＊学⽣の⾃⼰紹介と「研究主題」についての説明

各⾃の研究課題についてクラスで発表する準備と、

授業内容について希望があればまとめてくる。�
健康とはどんな状態か、疾病とどのような関係にな

るのか、考えておくこと。

オンライン

担当者

第２回

病気の成り⽴ち�
 疾病の分類�
 内因と外因

病気の成り⽴ちについて調べておく。

オンライン

担当者

第３回

糖尿病�
 糖尿病とインスリン�
 糖尿病の治療法

糖尿病について調べておく。

オンライン

担当者

第４回

糖尿病の問題点�
 糖尿病の慢性合併症：網膜症、腎症、�
 神経障害、動脈硬化性疾患、⾜病変

糖尿病の問題点について調べておく。

オンライン

担当者

第５回

⾼⾎圧�
 ⾎圧とは�
 脳⼼⾎管病への影響�
 治療法（降圧薬）

⾼⾎圧について調べておく。

オンライン

担当者

第６回

脂質異常症�
 脂質異常症診断基準�
 脂質異常症の薬物療法

脂質異常症について調べておく。

オンライン

担当者

第７回

動脈硬化�
 ⾼尿酸⾎症と動脈硬化�
 慢性腎臓病と動脈硬化�
 メタボリックシンドロームと動脈硬化�
 慢性炎症と動脈硬化

動脈硬化について調べておく。

オンライン

担当者

第８回

メンタルヘルス�
 依存症、統合失調症、うつ病、�
 双極性障害、強迫性障害、PTSD、�
 パニック障害、摂⾷障害、発達障害など

メンタルヘルスについて調べておく。

オンライン

担当者

第９回

遺伝�
 遺伝⼦�
 遺伝性疾患�
 

遺伝について調べておく。

オンライン

担当者

第１０回

感染と感染症�
 新興感染症（新型コロナウイルス感染症など）�
 感染症に対する防御能（ワクチンなど）�
 感染症に対する予防措置

感染と感染症について調べておく。

オンライン

担当者

第１１回

腫瘍�
 ⽇本⼈の死因�
 悪性腫瘍と良性腫瘍�
 癌のリスク要因

腫瘍について調べておく。

オンライン

担当者

第１２回
各⾃の研究課題についてクラスで発表する。発表内容について、

受講者、講師を交えて意⾒交換を⾏う。

これまでに学んだことを参考にして、各⾃の研究課

題を掘り下げる。

オンライン

担当者

第１３回
各⾃の研究課題についてクラスで発表する。発表内容について、

受講者、講師を交えて意⾒交換を⾏う。

これまでに学んだことを参考にして、各⾃の研究課

題を掘り下げる。

オンライン

担当者

第１４回
各⾃の研究課題についてクラスで発表する。発表内容について、

受講者、講師を交えて意⾒交換を⾏う。

これまでに学んだことを参考にして、各⾃の研究課

題を掘り下げる。

オンライン

担当者

第１５回 総括
本科⽬に対して、総合的なディスカッションを⾏

う。

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100200

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100200

担当教員 藤原 奈佳⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0004 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

⼈間科学として総合的･学際的な視野から深く考究し、研究推進するための知識と技術を⾝につけることにつながる授業内容である。�
疫学とは特定の⼈間集団や地域集団における感染症、⾮感染症、慢性疾患、精神・⾏動障害、など疾病・健康異常の発⽣頻度を計測し、そのリス

ク要因と予防要因を追及して、予防対策を⽴案するとともに、介⼊実践して効果を評価する学問である。この授業科⽬を通して疫学の理論と⽅法

および実際について、専⾨的知識を修得するとともに、QOL、⻑寿、健康増進など健康のポジティブな側⾯についても取り上げ、⾝体の健康の維
持・増進に関して多⾯的に且つ深く考究する。�

⽅法
授業では、教科書、パワーポイント配付資料等に基づいた講義の他、アクティブラーニングとして、各⾃の関⼼領域について疫学的視点から「プ

レゼンテーション」で話題提供を⾏い、参加者との「ディスカッション」をとおしてその話題に対して具体的に探究してゆく。

履修条件

履修する上の留意点

教科書を⽤意して授業に臨んでください。�
各⾃の関⼼領域について疫学的視点から「プレゼンテーション」をおこないますので、準備をしておいてください。

到達⽬標

1 疫学に関する理解を深め、学修した情報を整理・要約して⾃⾝の研究に応⽤できる。

2 疫学に関する論⽂を読んで、⽰されているデータの読みとりができる。

3 提⽰されたプレゼンテーションの内容に対して、積極的に意⾒を述べることができる。

4 各⾃のプレゼンテーションに対する課題について、まとめることができる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① プレゼンテーション 30

到達⽬標② プレゼンテーション 30

到達⽬標③ 授業態度（ディスカッション） 20

到達⽬標④ レポート 20

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 基礎から学ぶ 楽しい疫学 第4版 医学書院 中村好⼀

参考書

健康管理学特論Ⅱ（疫学）
更新⽇：2022/02/27�10:00:06
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書籍名 出版社 著者

1

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

課題に対するフィードバック

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

【疫学とは何か】�
疫学は、⼈間集団における健康状態とそれに関連する要因の分布

を明らかにする学問であることを理解する。�
疫学の歴史、新型コロナウイルス感染症に関する疫学的研究

（例．⽇本疫学会、https://jeaweb.jp/covid/research/index.h
tml）をとおして、疫学とは何かを学ぶ。

予習･復習：<教科書第1章�疫学とは（⼈間集団にお
ける健康状態の頻度測定）>をよく読み、この授業
で取り組む学修内容について理解する。�
復習：授業内容を第3回の授業で予定するプレゼン
テーションに活かす。�
�

オンライン

担当者

第２回

【疾病頻度の測定-1】�
1.疫学の⽬標の⼀つに疾病の予防がある。疾病を予防するため
に、疾病の⾃然史、疾病発⽣以前に存在する状態（曝露）、疾病

発⽣確率に影響を与えるもの（危険因⼦）を理解する。�
2.疫学では、⼈間集団における健康状態とそれに関連する要因の
分布を明らかにすることが必要となる。ここでは1つの集団に対
する疾病頻度測定の指標として罹患率、累積罹患率、有病率、死

亡率などをとりあげる。�

予習･復習：<教科書第2章�疾病頻度の測定（曝露と
疾病、疫学指標、相対危険と寄与危険）>をよく読
み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
復習：授業内容を第3回の授業で予定するプレゼン
テーションに活かす。�
�

オンライン

担当者

第３回

【疾病頻度の測定-2】�
3.2つの集団間の疫学指標の⽐較に⽤いられる相対危険、寄与危
険などをとりあげる。�
【プレゼンテーションとディスカッション】�
各⾃の関⼼領域について疫学的視点から問題提起を⾏う。参加者

とのディスカッションをとおしてその問題に対して具体的に探究

する。�

予習：<教科書第1章、第2章>を脚注を含めてよく
読み、各⾃の関⼼領域について疫学的視点からの問

題を考え、のプレゼン（⼀⼈あたり約10分前後）
に備えておく。

オンライン

担当者

第４回

【既存（公表）資料の利⽤】�
主な統計の概要について把握する。�
⽇本：政府統計の総合窓⼝（e-Stat）�
 https://www.e-stat.go.jp/�
世界：OECD�Health�Statistics�
国際⽐較：�
（参考）前⽥由美⼦（2019）医療関連データの国際⽐較-OECD
�Health�Statistics�2019-,⽇医総研リサーチエッセイNo.77,pp.1-
30 https://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_68
6.html�

予習･復習：<教科書第3章�既存データ（疾病頻度に
関するデータは⽬の前にある）>をよく読み、この
授業で取り組む学修内容について理解する。�
復習：授業内容を第8回の授業で予定するプレゼン
テーションに活かす。�
�
�

オンライン

担当者

第５回

【疫学研究⽅法-1】�
教科書で概要を把握し、適宜、⽂献を精読して、その研究⽅法を

理解する。�
1.記述疫学、⽣態学的研究、横断研究�
2.コホート研究

予習･復習：<教科書第4章�疫学研究⽅法（それぞれ
の利点と⽋点）>をよく読み、この授業で取り組む
学修内容について理解する。�
復習：授業内容を第8回、第13回、第14回の授業で
予定するプレゼンテーションに活かす。

オンライン

担当者

第６回

【疫学研究⽅法-2】�
教科書で概要を把握し、適宜、⽂献を精読して、その研究⽅法を

理解する。�
3.症例対照研究�
4.介⼊研究

予習･復習：<教科書第4章�疫学研究⽅法（それぞれ
の利点と⽋点）>をよく読み、この授業で取り組む
学修内容について理解する。�
復習：授業内容を第8回、第13回、第14回の授業で
予定するプレゼンテーションに活かす。

オンライン

担当者

第７回

【偏りと交絡-1】�
観察された結果は、真実を反映しているか、精度と妥当性を理解

する。�
1.偶然誤差と系統誤差�
2.バイアスとその制御

予習･復習：<教科書第5章�偏りと交絡>をよく読
み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
復習：授業内容を第8回、第13回、第14回の授業で
予定するプレゼンテーションに活かす。�

オンライン

担当者

第８回

【偏りと交絡-2】�
観察された結果は、真実を反映しているか、精度と妥当性を理解

する。�
3.交絡因⼦とその制御�
4.標準化�
【プレゼンテーションとディスカッション】�
各⾃の関⼼領域について疫学的視点から問題提起を⾏う。参加者

とのディスカッションをとおしてその問題に対して具体的に探究

する。�

予習･復習：<教科書第5章�偏りと交絡>をよく読
み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読してプレゼンに備えてお

く（⼀⼈あたり約20分前後）。

オンライン

担当者

第９回 【因果関係】�
曝露と疾病発⽣の間に関連が認められた場合、これが因果関係で

予習･復習：<教科書第6章�因果関係>をよく読み、
この授業で取り組む学修内容について理解する。�

オンライン

担当者
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あるかどうか判定する視点を理解する。適宜、⽂献を精読してそ

の因果関係を導く研究⼿法の理解を深める。

�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読して第13回、第14回の
授業で予定するプレゼンに備えておく。

第１０回

【スクリーニング】および【臨床疫学】�
スクリーニングは多⼈数の集団から、ある事象をかかえている⼈

をふるいわけることであり、地域や臨床の現場で⾏われている。

スクリーニングに適する疾患（または事象）、感度、特異度、陽

性反応的中度、スクリーニングの効果判定とバイアスなどについ

て学び、スクリーニングの理解を深める。

予習･復習：<教科書第7章�スクリーニング>および<
教科書第9章�臨床疫学>をよく読み、この授業で取
り組む学修内容について理解する。�
�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読して第13回、第14回の
授業で予定するプレゼンに備えておく。

オンライン

担当者

第１１回

【サーベイランスと疾病登録】�
疾病の予防と集団における疾病の管理として、サーベイランス

（疾病の発⽣状況やその⽔などを継続的に監視）と疾病登録（明

確に定義された集団における特定の疾患や健康状態について全症

例を把握）を学び、疾病対策などに有⽤であることを理解する。

予習･復習：<教科書第8章�サーベイランスと疾病登
録>をよく読み、この授業で取り組む学修内容につ
いて理解する。�
�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読して第13回、第14回の
授業で予定するプレゼンに備えておく。

オンライン

担当者

第１２回

【疫学に必要な統計-1】�
1.標本抽出と標本サイズ�
2.推定と検定�
3.推定の実際�
4.多変量解析�

予習･復習：<教科書第10章�疫学に必要な統計>をよ
く読み、この授業で取り組む学修内容について理解

する。�
�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読して第13回、第14回の
授業で予定するプレゼンに備えておく。

オンライン

担当者

第１３回

【疫学に必要な統計-2】�
⽂献にみられる結果をあらわす図表の表現⽅法から、統計処理の

しかたを再確認する。�
【プレゼンテーションとディスカッション】�
各⾃の関⼼領域について疫学的視点から問題提起を⾏う。参加者

とのディスカッションをとおしてその問題に対して具体的に探究

する。�

予習･復習：<教科書第10章�疫学に必要な統計>をよ
く読み、この授業で取り組む学修内容について理解

する。�
�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読してプレゼンに備えてお

く（⼀⼈あたり約20分前後）。

オンライン

担当者

第１４回

【疫学に必要な統計-3】�
⽂献にみられる結果をあらわす図表の表現⽅法から、統計処理の

しかたを再確認する。�
【プレゼンテーションとディスカッション】�
各⾃の関⼼領域について疫学的視点から問題提起を⾏う。参加者

とのディスカッションをとおしてその問題に対して具体的に探究

する。�

予習･復習：<教科書第10章�疫学に必要な統計>をよ
く読み、この授業で取り組む学修内容について理解

する。�
�
予習：今までの授業内容をふまえ、各⾃の関⼼領域

について関連⽂献等を精読してプレゼンに備えてお

く（⼀⼈あたり約20分前後）。

オンライン

担当者

第１５回
【疫学と倫理】、【疫学の社会への応⽤】、【これからの疫学】

およびまとめ

予習･復習：<教科書第11章�疫学と倫理>、<教科書
第12章�疫学の社会への応⽤>、<教科書第13章�これ
からの疫学>をよく読み、今までの授業の総まとめ
をした上で、各⾃のプレゼンテーションに対する課

題について、レポートとして提出する。�

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100310

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100310

担当教員 濵嶋 信之

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0031 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

厚⽣労働省の定義によれば、⽣活習慣病とは「⾷習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の⽣活習慣が、その発症、進⾏に関与する症候群」と定義

されている。すなわち、遺伝要因（遺伝⼦の異常や加齢）、外部環境要因（病原体、有害物質、事故）に加えて、⽣活習慣が発症や進展に関与す

る疾病のことである。ここでは、⾏動変容モデルを理解し、各⽣活習慣病の予防⽅法について解説すると共に、患者の⾏動について議論する。こ

の授業では、受講者⾃⾝、家族、および職場の同僚の健康を守るためにはどうすればよいか、また患者の気持ち⾏動について洞察ができるように

なることを⽬的とする。

⽅法 講義が中⼼となるが、質疑の時間を20分程度設定する。参加者の⼈数によるが、毎回の発⾔を期待する。

履修条件

なし。

履修する上の留意点

授業開始から20分過ぎる遅刻は⽋席とみなす。

到達⽬標

1 ⾏動変容モデルを理解し、説明できる。

2
⽣活習慣病（がん、糖尿病、脂質異常症、⾼⾎圧、腎疾患、⾼尿酸⾎症・痛⾵、⾻粗鬆症、認知症）について理解し、予防及び罹患後の対応について

理解できる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 上記⼆つの到達⽬標に対して、⼩レポート４回で評価する。 100

到達⽬標②

到達⽬標③

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 特に指定しない。毎回、講義資料を配布する。

参考書

書籍名 出版社 著者

1 ⽮崎義雄総編集:内科学第11版(朝倉書店)

健康管理学特論Ⅲ（⽣活習慣病）
更新⽇：2022/03/10�11:41:24
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オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

病気について多くのことがわかってきています。医療職でなくとも、病気についての知識を持っていることは、⾃分や家族の健康に役⽴ち、医療サービスの上⼿

な利⽤に役⽴ちます。

課題に対するフィードバック

⼩レポートについて講評をします。関連事項の解説を⾏い、どのように健康を守るかについて議論します。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 ⾏動変容(1)��⾏動変容の促す理論について解説する。
予習は必要ありません。�最後の20分で質疑を⾏い
ます。�
�

オンライン

担当者

第２回
⾏動変容(2) ⾏動変容の促す⽅法について可能な範囲で練習す
る。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第３回
⽣活習慣病予防(1) 悪性新⽣物（がん）の予防法について紹介
する。

予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

第４回
⽣活習慣病への対応(1) 悪性新⽣物（がん）の罹患した場合の
対応について議論する。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第５回 ⽣活習慣病予防(2) 糖尿病の予防、健診について紹介する。
予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

第６回
⽣活習慣病への対応(2) 糖尿病に罹患した場合の対応について
議論する。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第７回
⽣活習慣病予防(3) 脂質異常症の予防、健診について紹介す
る。

予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

第８回
⽣活習慣病への対応(3) 脂質異常症に罹患した場合の対応につ
いて議論する。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第９回 ⽣活習慣病予防(4) ⾼⾎圧症の予防、健診について紹介する。
予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

第１０回
⽣活習慣病への対応(4) ⾼⾎圧症に罹患した場合の対応につい
て議論する。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第１１回 ⽣活習慣病予防(5) 腎疾患の予防、健診について紹介する。
予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

第１２回
⽣活習慣病への対応(5) 腎機能が低下した場合の対応について
議論する。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第１３回
⽣活習慣病予防(6) ⾼尿酸⾎症・痛⾵、⾻粗鬆症の予防、健診
について紹介する。

予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

第１４回
⽣活習慣病への対応(6) ⾼尿酸⾎症・痛⾵、⾻粗鬆症に罹患し
た場合の対応について議論する。

予習は必要ありません。前回の講義内容についての

⼩レポートをこの⽇に提出して下さい。最後の20
分で質疑を⾏います。

オンライン

担当者

第１５回 試験問題について解説する。

予習は必要ありません。�提出されたレポートにつ
いて最初に講評をします。�
�

オンライン

担当者

定期試験と授業評価 定期試験は授業で解説した中から⾏います。
オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100400

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100400

担当教員 藤原 奈佳⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0006 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

豊かで活⼒ある健康社会の構築を視野に⼊れた授業内容である。�
公衆衛⽣学は、⼈の集団（公衆）の健康を扱う医学の領域であり、疾病の予防と健康の増進をはかることを⽬的としている。公衆衛⽣学で扱われ

る分野は極めて広いが、ここでは、公衆衛⽣学とわが国の公衆衛⽣の現状を踏まえて、衛⽣統計、⼈⼝統計、衛⽣⾏政の基礎と現状、疾病と受療

状況、保健医療対策などの諸問題について取りあげる。健康科学として広く⾃然科学･社会科学的側⾯から⾝体の健康の維持･増進に関して多⾯的

に且つ深く考究する。

⽅法
授業では、教科書、パワーポイント配付資料等に基づいた講義の他、アクティブラーニングとして、予習･復習を含めて各⾃の関⼼領域について

授業中に話題提供を⾏い、参加者との「ディスカッション」をとおしてその話題に対して具体的に探究してゆく。

履修条件

履修する上の留意点

教科書を⽤意してください。�
予習･復習をして授業に積極的に臨んでください。

到達⽬標

1 わが国の衛⽣統計と衛⽣⾏政に関する理解を深めることができる

2 健康、⽣活の質についてのとらえ⽅を考えることができる。

3 学修した情報を整理・要約し、授業で活⽤することができる。

4 公衆衛⽣に関する情報を整理・分析し､考察し論述することができる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 授業態度（ディスカッション） 25

到達⽬標② 授業態度（ディスカッション） 25

到達⽬標③ 授業態度（ディスカッション） 25

到達⽬標④ レポート 25

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 イラスト 公衆衛⽣学 第5版 東京教学社 ⽯川哲也、⼤⾕誉、中村亮ほか

参考書

公衆衛⽣学特論
更新⽇：2022/02/27�10:00:46
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書籍名 出版社 著者

1

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

課題に対するフィードバック

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

【公衆衛⽣学の概要】�
公衆衛⽣の考え⽅や活動技術は、⻑い歴史の中での教訓を重ねて

つくりあげられてきた。公衆衛⽣に関する歴史を概観し、集団の

健康について考え、公衆衛⽣学の概要を理解する。

予習･復習：<教科書第1章�公衆衛⽣学の概要>をよ
く読み、この授業で取り組む学修内容について理解

する。�

オンライン

担当者

第２回

【健康と⽣活の質、健康増進】�
健康の定義を確認し、健康増進に果たす公衆衛⽣学の役割を理解

する。また、健康状態は様々であるが、それぞれのウエルビーイ

ング（⽣きがい）や⽣活の質（QOL）についての考え⽅を探究す
る。

予習･復習：<教科書第1章�公衆衛⽣学の概要>をよ
く読み、この授業で取り組む学修内容について理解

する。�
予習：健康⽇本21（第⼆次）の普及啓発⽤資料の
ために作成されている厚⽣労働省、健康⽇本21(第
⼆次)参考資料スライド集�
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.ht
ml�
を閲覧し、気になるところを第2回の授業で提⽰で
きるようにしておく。�

オンライン

担当者

第３回

【地域の組織的保健活動】�
⽇本の衛⽣⾏政の変遷と関連法規を確認する。衛⽣⾏政は、憲法

第25条の規定に基づき、国⺠の健康の保持増進を図るため、国
や地⽅公共団体は4つの分野（⼀般衛⽣⾏政、学校保健⾏政、労
働衛⽣⾏政、環境保全⾏政）が連携して公の活動が⾏われている

ことを理解する。�
また、私たちの⽇常の⽣活圏での地域保健活動は、⾃治体として

の保健活動で、地域保健法に基づいていることを理解する。

予習･復習：<教科書第5章�健康の管理、5.7>をよく
読み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
厚⽣労働省、地域保健に関する下記URLなどを参照
し、国の衛⽣⾏政と地域保健活動について、興味の

あるところを調べて第3回の授業で提⽰できるよう
にしておく。�
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/tiiki/index.html�

オンライン

担当者

第４回

【健康指標】�
集団の健康レベルの客観的な指標は、⼈⼝静態統計、⼈⼝動態統

計、国⺠⽣活基礎調査、患者調査、国⺠健康･栄養調査などから

⼊⼿できる。健康指標の動向などから課題を読み解き、これらに

対してどのような対策がとられたのかを確認する。�

予習･復習：<教科書第2章�わが国の健康レベルの現
状>をよく読み、この授業で取り組む学修内容につ
いて理解する。�
<教科書p.145、付表1�わが国の主な指標の推移>お
よび<教科書p.146、付表2�主な指標の⽇本と欧⽶諸
国との⽐較>に⽬を通し、気になるところを調べて
第4回の授業で提⽰できるようにしておく。

オンライン

担当者

第５回

【疾病の原因を探る-感染症】�
感染症法に基づく類型と対策を理解する。感染症が成⽴するため

の感染源、感染経路、感受性と感染症に応じた公衆衛⽣上の対策

を確認する。�

予習･復習：<教科書第3章�疾病の原因を探る、3.1
から3.5>をよく読み、この授業で取り組む学修内容
について理解する。�
<教科書p.147、付表3�主な感染症の特徴>に⽬を通
し、気になるところを調べて第5回の授業で指摘で
きるようにしておく。新型コロナウイルス感染症(C
OVID-19)の国内発⽣状況や政府の取組等についても
調べておく。たとえば、厚⽣労働省�
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/0000164708_00001.html

オンライン

担当者

第６回

【疾病の原因を探る-⾮感染症】�
悪性新⽣物、循環器系疾患、⽣活習慣病などの発⽣メカニズム、

現状とその予防について理解する。�
【健康管理とスクリーニング】�
健康管理の考え⽅と⽬的、集団健診におけるスクリーニングレベ

ル（ふるい分け⽔準）、健康教育などについて理解する。�

予習･復習：<教科書第3章�疾病の原因を探る、3.6
>、および<教科書第5章�健康の管理、5.1>をよく読
み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
<教科書p.160、付表9�健康診査の項⽬と意味>に⽬
を通し、気になるところを調べて第6回の授業で指
摘できるようにしておく。

オンライン

担当者

第７回

【疾病の原因を探る-精神保健】�
⼼の病の特徴、精神症状を知り、ライフステージに応じた精神保

健を理解する。

予習･復習：<教科書第3章�疾病の原因を探る、3.7>
をよく読み、この授業で取り組む学修内容について

理解する。

オンライン

担当者

第８回

【環境と⼈-地球規模の環境問題】�
⽣態系におけるルールを知り、地球規模の環境問題として、地球

温暖化、オゾン層破壊、酸性⾬、熱帯林･森林破壊、砂漠化、野

⽣⽣物の減少などがおこるメカニズムを理解する。�
事業活動や⼈の活動に伴って⽣じる公害の種類と環境基準を確認

する。

予習･復習：<教科書第4章�環境と⼈、4.1-4.4>をよ
く読み、この授業で取り組む学修内容について理解

する。�
<教科書pp.151-154、付表4�環境関係の基準>に⽬
を通し、気になるところを調べて第8回の授業で指
摘できるようにしておく。

オンライン

担当者

予習･復習：<教科書第4章�環境と⼈、4.5>および< オンライン
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第９回 【環境と⼈-⽣活のための環境問題】�
住居、⾐服、⾷⽣活などの⽣活の場における環境と体の恒常性維

持、調整機能との関わりを理解する。�

予習 復習 教科書第 章環境と⼈、 .5 および
教科書第5章�健康の管理、5.6>をよく読み、この授
業で取り組む学修内容について理解する。�
<教科書pp.155-158、付表5�家庭⽤品に関わる基
準、付表6�⾷品摂取基準、付表7�⾷品中の化学物質
の例、付表8�⽔道⽔の⽔質基準>�に⽬を通し、気に
なるところを調べて第9回の授業で指摘できるよう
にしておく。

オンライン

担当者

第１０回

【⺟と⼦の保健】�
⺟⼦保健の関連法規として、⺟⼦保健法と⺟体保護法を確認す

る。妊産婦、乳児･⼩児に対する保健、主な⺟⼦保健施策、健や

か親⼦21（第2次）（21世紀の⺟⼦保健の取り組みの⽅向性と⽬
標･指標を⽰した国⺠運動計画）を理解する。

予習･復習：<教科書第5章�健康の管理、5.2>をよく
読み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
健やか親⼦21を閲覧し、気になるところを第10回
の授業で指摘できるようにしておく。�
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/000006
7539.pdf

オンライン

担当者

第１１回

【学校⽣活における保健】�
学校保健の関連法規として、学校教育法、学校給⾷法、学校保健

安全法および学校保健⾏政を確認する。学校における健康診断の

実施時期と健康管理、保健学習などについて理解する。

予習･復習：<教科書第5章�健康の管理、5.3>をよく
読み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
<教科書p.161、付表10�学校の健診における主な疾
病･異常被患率>に⽬を通し、気になるところを調べ
て第11回の授業で指摘できるようにしておく。

オンライン

担当者

第１２回

【職場における保健】�
労働衛⽣関連法規として、労働基準法、労働安全衛⽣法、労働者

災害補償保険法などや、労働衛⽣⾏政を確認する。働く職場の衛

⽣管理として、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康･安全

教育や、職場におけるメンタルヘルスケア、健康保持増進対策

（トータル･ヘルス･プロモーションプラン、THP）などの職域保
健を理解する。

予習･復習：<教科書第5章�健康の管理、5.4>をよく
読み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。

オンライン

担当者

第１３回

【中⾼年者の保健】�
⽼化がもたらす変化や疾病を知り、⾼齢者の健康を守ための施策

を理解する。

予習･復習：<教科書第5章�健康の管理、5.5>をよく
読み、この授業で取り組む学修内容について理解す

る。�
<教科書pp.161-162、付表11�介護保険制度>に⽬を
通し、気になるところを調べて第13回の授業で指
摘できるようにしておく。

オンライン

担当者

第１４回

【社会保障のシステム】�
社会保障の概要を知る。�
【障害者、難病の保健】�
障害や慢性的な経過をたどる難病をかかえながら⽣活する⼈々を

⽀えるためのしくみについて理解する。国際⽣活機能分類による

障害の考え⽅、難病の定義、障害者保健などを知り、第2回の授
業でふれた「⽣活の質」について探究する。

予習･復習：<教科書第6章�社会保障のシステム>を
よく読み、この授業で取り組む学修内容について理

解する。�
難病について、難病情報センターのパンフレットな

どを閲覧しておく。�
https://www.nanbyou.or.jp/�
https://www.nanbyou.or.jp/entry/1377�
�
�

オンライン

担当者

第１５回

【医療保障と医療のしくみ】�
医療提供が医療法に基づいて、各県の実情にあわせて整備されて

いることを知る。�
診療報酬（医療保険から医療機関に⽀払われる報酬）のしくみを

理解する。

予習･復習：<教科書第6章�社会保障のシステム、6.
5>をよく読み、この授業で取り組む学修内容につ
いて理解する。�
愛知県地域保健医療計画を閲覧し、気になるところ

を第15回の授業で指摘できるようにしておく。�
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryofukushi/iryo
keikaku.html�
国⺠医療費の概況（厚⽣労働省）を閲覧して気にな

るところを第15回の授業で指摘できるようにして
おく。�
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iry
ohi/17/dl/data.pdf

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期,�後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100700

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100700

担当教員 ⼭根 基

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0007 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

健康維持や体⼒増進のために運動の果たす役割は⼤きく、その⽣理を理解することは重要である。ここでは、運動に関係する⾝体の構造、機能や

能⼒など、⾝体運動に関わる⼈体⽣理について学び、それらについての測定法や研究⼿法について検討するとともに、健康や体⼒を具体的にどう

とらえるかを模索する。

⽅法
配布プリントと板書およびパワーポイントを使い授業を⾏う。また受講⽣が事前課題をまとめた内容を発表（パワーポイント等）し、討論を⾏

う。

履修条件

なし

履修する上の留意点

なし

到達⽬標

1 ①運動時の⼈体の⽣理機能について学修し、健康や体⼒を維持・増進するための対策について検討できるようになる。

2 ②測定やその処理、結果の解釈といった過程を学び、科学的かつ理論的な考え⽅や物事の進め⽅等を⾝につけることができる。

3 ③健康増進における運動の役割について異なる様々な研究分野から捉えることができるようになる

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート 40

到達⽬標② レポート 30

到達⽬標③ プレゼンテーション 30

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 特定の教科書は指定しない。

参考書

書籍名 出版社 著者

1 『イラスト運動⽣理学』 東京教学社 朝⼭正⺒・彼末⼀之・三⽊健寿編著

運動⽣理学特論
更新⽇：2022/02/21�11:42:21
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2 『医学的研究のデザイン-研究の質を⾼める疫学的アプローチ-�第3版』
メディカルサイエンスイ

ンターナショナル
⽊原雅⼦・⽊原正博

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

運動⽣理学の専⾨的な知識修得に関わらず、健康や体⼒、研究活動等について幅広く意⾒交換を⾏えることを期待しています。

課題に対するフィードバック

提出されたレポートの内容を評価し、フィードバックを⾏う。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 オリエンテーション
⾃分の研究テーマ、内容を簡単にまとめて発表す

る。

オンライン

担当者

第２回 健康と体⼒の関わりについて
健康と体⼒の捉え⽅について⾃分の考えをまとめて

発表する。

オンライン

担当者

第３回 ⾻格筋の働きについて
⾻格筋の働きについて参考書や⽂献などを読んでま

とめて発表する。

オンライン

担当者

第４回 筋活動の特徴について
筋の適応について参考書や⽂献などを読んでまとめ

て発表する。

オンライン

担当者

第５回 筋活動に伴うエネルギー供給について
筋活動に伴うエネルギー供給について参考書や⽂献

などを読んでまとめて発表する。

オンライン

担当者

第６回 ⾝体活動と栄養（たんぱく質、糖質、脂質）について
⾝体活動と栄養（たんぱく質、糖質、脂質）につい

て参考書などを読んでまとめて発表する。

オンライン

担当者

第７回 運動と呼吸・循環機能について
運動と呼吸・循環機能について参考書や⽂献などを

読んでまとめて発表する。

オンライン

担当者

第８回 酸素摂取量とエネルギー代謝について
有酸素運動および無酸素運動の特徴について参考書

や⽂献を読んでまとめて発表する。

オンライン

担当者

第９回 研究計画（テーマの設定）について
研究計画（テーマの設定）について参考資料などを

読んでまとめて発表する。

オンライン

担当者

第１０回 研究計画（対象者の定義とサンプリング）について
研究計画（対象者の定義とサンプリング）について

参考資料などを読んでまとめて発表する。

オンライン

担当者

第１１回 研究計画（測定⽅法の定度と真度）について

研究計画（測定⽅法の定度と真度）について参考資

料などを読んでまとめて発表する。また⾃らの研究

計画についても検討し、計画書をレポートとして提

出する。

オンライン

担当者

第１２回
⾝体活動量の評価（⾏動記録法、思い出し法、歩数計法、⼼拍数

法）
⾝体活動量の測定課題を事前に⾏い、提出する。

オンライン

担当者

第１３回
健康、体⼒、運動などに関して各⾃の専⾨分野に関連したテーマ

を設定し、⽂献調査などを基に発表を⾏う①

健康、体⼒、運動などに関するテーマを各⾃設定

し、⽂献調査などを基に発表資料をまとめる。

オンライン

担当者

第１４回
健康、体⼒、運動などに関して各⾃の専⾨分野に関連したテーマ

を設定し、⽂献調査などを基に発表を⾏う②

健康、体⼒、運動などに関するテーマを各⾃設定

し、⽂献調査などを基に発表資料をまとめる。

オンライン

担当者

第１５回 まとめ
各受講者の発表に対して各⾃の意⾒などをまとめ

る。

オンライン

担当者

レポート提出
⾝体活動量の評価に関するレポートを作成し、提出

する。

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100800

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100800

担当教員 近藤 ⼀直

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0027 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

まず、⼈における健康状態と病的状態の違いを理解してもらいます。そして薬がどのようにして病的状態の改善に役⽴つのかを学びます。また、

しばしば薬が有害作⽤を有すること、そして、その有害作⽤があるにもかかわらず薬を⽤いなければならない時とはどういう時なのかを考えまし

ょう。この講義で学ぶことによって、薬や薬を取り巻く社会のいろいろな問題について積極的に考え、意⾒を持てるようになってもらいたいと考

えます。

⽅法
講師はまず基本事項を講義しますが、必要に応じて意⾒の交換やディスカッションを⾏いましょう。また、薬への興味を持ってもらえるように、

⼈と薬との出会いの歴史についても触れる予定です。授業内容に基づき、⾃ら調べ学んだことをレポートにして提出してもらいます。

履修条件

なし

履修する上の留意点

臨床薬理学を学ぶ上では、解剖学や⽣理学、さらに疾患の病因、病態について積極的に学んでいただく意欲を発揮されることを期待します。もちろん、授業にお

いては臨床薬理学を理解する上での基盤になる事項について、時間を割いて説明いたします。

到達⽬標

1 100%安全な薬は無いことを説明できる。

2 薬の効果の出⽅は⼈によって異なることを説明できる。

3 授業で取り上げた主要疾患の病態と治療薬の作⽤機序を説明できる

4 代表的な薬の有害作⽤や薬物相互作⽤を説明できる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 授業での態度、⾃主学習態度および⼝頭発表 25

到達⽬標② 授業での態度、⾃主学習態度および⼝頭発表 25

到達⽬標③ 授業での態度、⾃主学習態度および⼝頭発表 25

到達⽬標④ 授業での態度、⾃主学習態度および⼝頭発表 25

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 シンプル薬理学（改訂第６版） 南江堂 野村隆英・⽯川直久・梅村和夫 編

参考書

臨床薬理学
更新⽇：2022/03/01�15:40:00
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書籍名 出版社 著者

1 NEW薬理学（改訂第７版） 南江堂 ⽥中千賀⼦/加藤隆⼀/成宮周 編

2 標準薬理学（第８版） 医学書院 飯野正光 監修

百年千年の薬たち ⾵媒社 野村隆英 著

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

⼤学院には多職種の社会⼈が院⽣として集まる。各⼈の現場での経験や知識をお互いに積極的に発表してもらうことが教室では貴重な学びとなる。

課題に対するフィードバック

質疑応答、ディスカッション時間を設け、講師も⼀員となり参加し意⾒を述べる。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

I-1. 薬についての総論的考察�
オリエンテーション。�
薬は病気を治す主体なのか？。薬の歴史、薬に関する法律、薬の

作⽤機序。

第1回授業内容について考察し、問題点をウエブや
参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第２

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第２回

I-2. 薬についての総論的考察�
薬物動態、薬の吸収・分布・代謝・排泄、薬の有害作⽤、相互作

⽤。

第２回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第３

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第３回
I-3. 薬についての総論的考察�
薬⼒学、作⽤標的分⼦。

第３回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第４

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第４回
I-4. 薬についての総論的考察�
臨床薬理学、個別化医療、新薬の開発。

第４回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第５

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第５回
II-1. 末梢神経作⽤薬�
1.�⾃律神経に対する理解

第５回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第６

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第６回

II-2.�末梢神経作⽤薬 �
2.�副交感神経様作⽤を出す薬とその臨床応⽤ �
3.�副交感神経作⽤を遮断する薬とその臨床応⽤ �
4.�筋弛緩薬の臨床応⽤。

第６回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第７

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第７回

II-3. 末梢神経作⽤薬�
5.�交感神経様作⽤を出す薬とその臨床応⽤ �
6.�交感神経作⽤を遮断する薬とその臨床応⽤ �
7.�局所⿇酔薬の臨床応⽤

第７回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第８

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第８回

III-1. 中枢神経作⽤薬�
認知症治療薬 �
パーキンソン病治療薬 �
抗うつ薬�
モルヒネ

第８回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第９

回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第９回
IV-1.�⼼⾎管系機能の障害と治療薬�
降圧薬と利尿薬

第９回授業内容について考察し、問題点をウエブや

参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第１

０回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１０回

IV-2.�⼼⾎管系機能の障害と治療薬�
強⼼薬�
抗不整脈薬

第1０回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第

１１回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１１回

IV-3.�⼼⾎管系機能の障害と治療薬�
⾼脂⾎症治療薬 �
抗⾎栓薬

第1１回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第

１２回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１２回

V.�内分泌・代謝作⽤薬�
1.�糖尿病の病因と治療薬 �
2.�⾻粗鬆症治療薬

第1２回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第

１３回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１３回

VI.�抗炎症薬�
1.�⾮ステロイド性抗炎症薬�
2.�グルココルチコイド�
3.�抗アレルギー薬

第1３回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第

１４回の授業で発表する。

オンライン

担当者

第１４回

VII.�抗感染症薬�
1.�選択毒性について �
2.�耐性菌の出現 �
3.�抗菌薬 �
4.�抗ウイルス薬

第14回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第

１４回の授業で発表する。

オンライン

担当者

VIII.抗悪性腫瘍薬・総まとめ オンライン
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第１５回
VIII.�抗悪性腫瘍薬 総まとめ�
1.�抗悪性腫瘍薬の作⽤機序の基本 �
2.�抗悪性腫瘍薬の副作⽤  �
3.�抗悪性腫瘍薬の作⽤機序による分類� �
4.�臨床薬理学の総まとめ

第15回授業内容について考察し、問題点をウエブ
や参考書などで調査する。疑問点やその他意⾒を第

１４回の授業で発表する。

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B100900

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B100900

担当教員 原⽥ 信広

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0008 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

⾼⾎圧、脂質異常症、糖尿病などの⽣活習慣病や悪性腫瘍など多くの疾病は⽣命活動に必要な代謝経路を担う酵素の質的及び量的な異常に起因す

る。そこで先ず酵素の構造や機能について今までの理解を再確認しつつ、栄養素からの⽣体エネルギー変換に関わる代謝経路を中⼼に律速酵素の

概念、そしてその調節機構及び酵素異常が引き起こす病態について学修する。⾊々な代謝経路の提⽰はするが、⽬的はあくまで疾病の病態を理解

するための助けとして活⽤して欲しい。

⽅法

授業に先⽴って配るプリントを参考にしながら板書及びパワーポイントを⽤いて講義を⾏う。⼤事なポイントや疑問点などについては随時グルー

プディスカッションを⾏う。最終的な評価はレポート内容より理解度を推し計ることにより⾏う。提出されたレポートは添削、コメントを付して

返還する。

履修条件

特になし

履修する上の留意点

疑問点については授業中に積極的な発⾔を⾏って欲しい。

到達⽬標

1 エネルギー代謝を中⼼とした代謝経路を説明できる。

2 酵素の質的、量的異常により各種疾病が発症する事を例をあげて説明できる。

3 授業に積極的に参加し、質疑応答出来る。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート内容 20

到達⽬標② レポート内容 40

到達⽬標③ 授業・討論中の発⾔および質疑応答 40

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 なし

参考書

書籍名 出版社 著者

臨床⽣化学
更新⽇：2022/02/24�13:23:25
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1 イラストレイテッド ハーパー･⽣化学 原著30版 丸善株式会社 ハーパー著（清⽔孝雄他翻訳）

オープンな教育リソース

なし

学⽣へのメッセージ

昨今の「健康指向ブーム」にのってTV・新聞・雑誌などのマスメディアでは種々の健康⾷・サプリメントなどが広告されているが、⽣化学的知識で考察すれば
疑問符がつくようなものも少なくない。先ず導⼊として⼤学学部で習う⽣化学の内容をかみ砕いて概説した後、この講義を通してその疑問点・問題点などが把

握出来るようになることを期待している。

課題に対するフィードバック

提出されたレポートに対しては、添削およびコメントを付して返却し、より深い正確な理解が得られるように配慮する。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

酵素の構造と特徴�
構成アミノ酸と⽴体構造�
補酵素の重要性

アミノ酸変異が⽴体構造に与える影響と誘発される

疾患を理解する。�
ビタミン⽋乏症の病態を理解する。�

オンライン

担当者

第２回
酵素反応の調節�
アロステリック調節とリン酸化調節

最終産物による代謝経路の制御を理解する。�
癌などで細胞内シグナル伝達系の異常がリン酸化異

常に起因する事を理解する。

オンライン

担当者

第３回
代謝経路と酵素�
代謝反応における律速酵素の重要性�

治療薬の標的として何故、律速酵素が重要なのかを

理解する。

オンライン

担当者

第４回 栄養素の消化・吸収�
何故、消化する必要があるのかを理解する。�
⽔溶性と脂溶性との特性の差を理解する。�
吸収障害に起因する疾患を理解する。

オンライン

担当者

第５回

糖代謝�
解糖系の位置づけ�
共通エネルギー源としてのATP�

糖原病の病態を理解する。�
解糖系酵素⽋損の病態を理解する。

オンライン

担当者

第６回
糖代謝�
TCA回路による還元⼒の引き出し

ピルビン酸合成酵素の代謝上の重要性と⽋損症の病

態を理解する。�
糖、タンパク質、脂質代謝の分岐点としてのハブ機

能を理解する。

オンライン

担当者

第７回
ミトコンドリアの電⼦伝達系�
還元⼒をATP⽣成に変換

ミトコンドリア病を理解する。�
⼀酸化炭素や硫化⽔素中毒の病態を理解する。

オンライン

担当者

第８回
糖代謝から分枝する代謝経路�
グリコーゲン合成、ペントースリン酸経路、ウロン酸経路�

糖原病を理解する。�
ペントース尿症やソラマメ中毒の病態を理解する。

オンライン

担当者

第９回

脂質代謝�
脂質の合成と分解�
リポタンパク質の役割

⾼度不飽和脂肪酸の重要性を理解する。�
脂質異常症の病態を理解する。

オンライン

担当者

第１０回

脂質代謝�
エイコサノイドとコレステロール及びステロイド⽣成�
コレステロールの分解調節

ステロイド合成異常症を理解する。�
胆汁酸の腸肝循環を理解する。

オンライン

担当者

第１１回
⽣体エネルギー源としての⾎糖及びケトン体レベル�
糖尿病の成因と治療法

空腹・飢餓時の⽣体エネルギー源の変移を理解す

る。�
糖尿病治療薬の作⽤点を理解する。�
⾎糖レベルとケトン体の関係を理解する。

オンライン

担当者

第１２回
アミノ酸の合成と分解�
尿素回路

⾼アンモニア⾎症の成因を理解する。�
オンライン

担当者

第１３回

核酸代謝�
ヌクレオチドの合成と分解�
DNA解析技術

レッシュナイハン症候群、SCID、痛⾵などの成因
を理解する。�
DNAシーケンサーやPCRの原理と応⽤を理解する。

オンライン

担当者

第１４回 ⾼⾎圧の臨床⽣化学

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系を理

解する。�
⽣理活性ペプチドの役割を理解する。

オンライン

担当者

第１５回 神経変性疾患の臨床⽣化学
神経伝達物質の合成と分解を理解する。�
神経変性疾患の病因と病態を理解する。

オンライン

担当者

オンライン

担当者

- 23 -



愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

開講年度 2022 学期 前期,�後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B101000

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B101000

担当教員 ⼟⽥ 満

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0009 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容
現代における健康と栄養の問題を歴史とライフステージを踏まえて学び、健康と栄養の関係について探求する。また、研究デザイン、アンケート

調査法、論⽂作成までの⼀連のプロセスを理解するとともに、統計解析⽅法についても実践を交えながら学ぶ。

⽅法
現代における健康と栄養の問題、そして健康と栄養の関係を深く理解できるようになることが⽬標である。また、修⼠論⽂を作成する際に必要と

される、研究⽅法に関する知識、データ収集と基礎的な統計解析技術、論⽂を書く技法などについても習得を⽬指す。

履修条件

履修する上の留意点

到達⽬標

1 ①健康と栄養の関係を深く理解する。

2 ②研究⽅法を理解する。

3 ③データ処理と基礎的な統計解析⽅法を⾝につける。

4 ④論⽂の構成を理解する。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート 50

到達⽬標② 質問 10

到達⽬標③ 質問 30

到達⽬標④ 質問 10

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 なし

参考書

書籍名 出版社 著者

1 講義毎に随時紹介する。

オープンな教育リソース

健康栄養学特論
更新⽇：2022/02/28�13:23:08

- 24 -



愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

学⽣へのメッセージ

受け⾝ではなく、積極的に受講することで、次のステップの修⼠論⽂作成への⾃信に繋がります。

課題に対するフィードバック

授業毎の課題や内容に関して、質疑応答によりフィードバックを⾏う。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
・健康栄養学とは-⼈類の歴史からみる健康�
 と⾷との関�わり

健康栄養学とは-⼈類の歴史からみる健康と⾷との
関わりに関する配布資料を読み返し、知識を整理す

る。

オンライン

担当者

第２回
・栄養疫学の発展                   �
・研究⽅法の理解-量的、質的研究

栄養疫学について歴史、現代における重要性、研究

⽅法-量的、質的研究に関する配布資料を予習し、
講義内容を整理する。

オンライン

担当者

第３回

・妊娠〜幼児期における健康栄養問題            

      �
・研究⽅法の理解-研究デザイン

妊娠〜幼児期における健康栄養問題、研究⽅法-研
究デザインについての配布資料を予習し、講義内容

を整理する。

オンライン

担当者

第４回

・学童期〜思春期における健康栄養問題           

        �
・研究⽅法の理解-アンケート調査法

学童期〜思春期における健康栄養問題、研究⽅法-
アンケート調査法についての配布資料を予習し、講

義内容を整理する。

オンライン

担当者

第５回
・⽣活習慣と健康栄養問題         �
・研究⽅法の理解-アンケート調査法

⽣活習慣と健康栄養問題、研究⽅法-アンケート調
査法についての配布資料を予習し、講義内容を整理

する。

オンライン

担当者

第６回 ・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践
SPSSを使ってデータ解析する。研究⽅法-データの
種類についての配布資料を予習し、講義内容を整理

する。

オンライン

担当者

第７回 ・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践
SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計⽅法を
整理する。

オンライン

担当者

第８回 ・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践
SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計⽅法を
整理する。

オンライン

担当者

第９回 ・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践
SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計⽅法を
整理する。

オンライン

担当者

第１０回 ・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践
SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計⽅法を
整理する。

オンライン

担当者

第１１回
・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践          
  �

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計⽅法を
整理する。��������������

オンライン

担当者

第１２回 ・統計解析-IBM�SPSSを使った解析の実践        �
SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計⽅法を
整理する。

オンライン

担当者

第１３回 ・アンチエイジングについて          � アンチエイジングについて講義内容を整理する。
オンライン

担当者

第１４回 ・⻑寿について                      ⻑寿について講義内容を整理する。
オンライン

担当者

第１５回
・世界の⾷料環境健康事情への対処：�
 植物性⾷品への期待           �

世界の⼈⼝問題と⾷料環境栄養事情そして⾖への期

待、ベジタリアンについて講義内容を整理する。�

オンライン

担当者

・統括・ディスカッション レポートの提出準備をする。
オンライン

担当者

- 25 -



愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B101400

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B101400

担当教員 後⽇指定

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0011 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

スポーツ医学には1.基礎的領域と2.実地的領域がある。前者には、(1)スポーツの解析、(2)スポーツ活動による⽣体の急性、慢性の変化の解明、
(3)(2)の変化に対する性、年齢、健康状態、体⼒⽔準、栄養、薬物、環境条件等の影響についての解明。後者には、(1)体⼒、競技⼒の向上、(2)健
康の維持、増進、(3)疾病、障害の予防、治療、リハビリテーション、(4)⽣活の質(QOL)の向上。�
健康スポーツ医学特論では、健康づくり、⽼化防⽌のための運動や糖尿病、⾼⾎圧などの⽣活習慣病予防、治療のための運動の⾏い⽅について、

臨床医(内科認定医、糖尿病専⾨医、⽼年病専⾨医、漢⽅医学専⾨医)の⽴場から解説する。�
名古屋⼤学、愛知学院⼤学での40年以上にわたる研究・臨床研究成績(エビデンス)を踏まえた講義を⾏う。具体的な運動の⾏い⽅についてはDVD
により供覧する。

⽅法

⼤学等の教員、また、研究者を志望する⽅に必須のカレントな研究情報、また、理学療法⼠、栄養⼠・管理栄養⼠、看護師など医療関係の専⾨職

が健康⻑寿社会の“要”となる⼈材として必要なエビデンス、さらに、保健体育・保健教員および養護教諭が専修免許を取得し、より「レベルアッ

プ」された教員として必要な最新の研究成績を講義する。具体的には、糖尿病、⾼⾎圧など⽣活習慣病予防、治療のための運動療法、運動処⽅、

健康づくり、⽼化防⽌のための運動の⾏い⽅について、理論と具体的な運動処⽅を紹介する。講義はパワーポイントスライドを⽤いて⾏い、前の

週に受講⽣にメールで送付する。講義中には適宜質問を⾏い、受講⽣間の討論も⾏う。受講⽣のニーズに応じて臨床的研究やフィールドワークの

指導も実施する。

履修条件

医学全般、運動⽣理学、⽣化学について学部卒業レベルの基礎知識を得ていることが望ましい。

履修する上の留意点

到達⽬標

1 ①運動の⽣理学的効果について理解を深め、学部学⽣に講義できる。

2 ②運動の⽣化学的(内分泌代謝学的)効果について理解を深め、学部学⽣に講義できる。

3 ③糖尿病、⾼⾎圧、メタボリックシンドロームなどの運動療法について理解、知識を深め、学部学⽣に実施⽅法の指導ができる。

4 ④運動障害(外科的障害、内科的障害)とその予防について理解、知識を深め、学部学⽣に実施⽅法の指導ができる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標①
講義の際の質問/ �
レポート

10/15

到達⽬標②
講義の際の質問/ �
レポート

10/15

到達⽬標③
講義の際の質問/ �
レポート

10/15

到達⽬標④
講義の際の質問/ �
レポート

10/15

到達⽬標⑤

健康スポーツ医学特論
更新⽇：2022/01/07�17:38:35
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到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1
講義実施の前の週に資料(パワーポイントスライド)をメールで送付しますの
で、予習・復習に役⽴てて下さい。

参考書

書籍名 出版社 著者

1 運動療法と運動処⽅ 第2版 ⽂光堂 佐藤祐造(編著)

2 ⾼齢者運動処⽅ガイドライン 南江堂 佐藤祐造(編著)

3 糖尿病運動療法指導マニュアル 南江堂 佐藤祐造(編著)

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

課題に対するフィードバック

提出されたレポートについてはコメントを書き込み返却する。質疑応答時間では講師も⼀員となり参加し意⾒を述べる。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
1)スポーツの⽣理学的基礎 体⼒の考え⽅、呼吸・循環器への影
響:最⼤酸素摂取量、乳酸性閾値(LT)

予習・宿題:①最⼤酸素摂取量(VO2max)、乳酸性閾
値(LT)について調べて、書いて来て下さい。�
②運動の⽣理学的効果をまとめて下さい。�①②を
授業終了後に提出すれば「出席」となります。�
③⼼電図について簡単にまとめて次回提出。

オンライン

担当者

第２回
運動と⾻格筋・⼼筋:I型(SO繊維)、IIA型(FOG)繊維、IIB(FG)繊
維、⼼電図

①⾻格筋繊維を2種類に分けまとめて、前回の宿題
とともに提出。�
②フリーラジカルと抗酸化⾷品について調べて、次

回提出。

オンライン

担当者

第３回 スポーツと疲労、スポーツとフリーラジカル、抗酸化⾷品

①スポーツと疲労についてまとめて、前回の宿題と

ともに提出。�
②運動の急性代謝効果について調べて、次回提出。

オンライン

担当者

第４回
スポーツと代謝系:運動の急性代謝効果、インスリン抵抗性と⾝
体トレーニング

①⾝体運動とインスリン抵抗性についてまとめて、

前回の宿題とともに提出。�
②運動の呼吸器系、循環器系のトレーニング効果に

ついて調べて、次回提出。

オンライン

担当者

第５回 トレーニング効果(1)呼吸循環器系
①⼆重積(double�product)についてまとめて、前回
の宿題とともに提出。�
②⾝体運動と⾻代謝について調べて、次回提出。

オンライン

担当者

第６回 トレーニング効果(2)内分泌代謝系、⾻代謝系、その他

①⾝体運動による2型糖尿病発症予防効果について
まとめて、前回の宿題とともに提出。�
②運動不⾜と⽣活習慣病発症について調べて、次回

提出。

オンライン

担当者

第７回 2)ライフスタイルとスポーツ ⽣活習慣病予防とスポーツ

①⽣活習慣ことに⾝体運動と脳卒中、⼼⾎管障害発

症についてまとめて、前回の宿題とともに提出。�
②⼦どもとスポーツについて(スポーツ障害との関
係から)調べて、次回提出。

オンライン

担当者

第８回
⼦どもとスポーツ、⼥性とスポーツ、妊産婦とスポーツ、スポー

ツと⾷事

①妊産婦の運動療法についてまとめて、前回の宿題

とともに提出。�
②⾼齢者の糖代謝について調べて、次回提出。

オンライン

担当者

第９回 ⾼齢者とスポーツ:⾼齢者の⽣理機能・代謝機能
①⾼齢者の運動療法の効果についてまとめて、前回

の宿題とともに提出。�
②⾼齢者の運動処⽅について調べて、次回提出。

オンライン

担当者

第１０回 ⾼齢者運動処⽅ガイドライン

①⾼齢者運動療法指導時の注意点についてまとめ

て、前回の宿題とともに提出。�
②糖尿病の病型と運動の効果について調べて、次回

提出。

オンライン

担当者

第１１回
3)慢性疾病とスポーツ 糖尿病、⾼⾎圧、脂質異常症、肥満症の
運動療法

①糖尿病の運動療法についてまとめて、前回の宿題

とともに提出。�
②スポーツによる上肢の障害について調べて、次回

提出。

オンライン

担当者

第１２回 4)スポーツの功罪:スポーツによる⾻関節障害 ①スポーツによる下肢・膝の障害についてまとめ

て、前回の宿題とともに提出。�
オンライン
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②熱中症について調べて、次回提出。 担当者

第１３回 スポーツの内科的障害:熱中症、スポーツ貧⾎、突然死

①スポーツ中の突然死についてまとめて、前回の宿

題とともに提出。�
②⾝体運動のトレーニング効果について調べて、次

回提出。

オンライン

担当者

第１４回 ⽣活習慣病と運動(1)(全体のまとめ(1))(スライドを⽤いて⾏う)

①⾝体運動と⽣活習慣病予防:疫学的効果について
まとめて、前回の宿題とともに提出。�
②運動療法実施中の注意点について調べて、次回提

出。

オンライン

担当者

第１５回 ⽣活習慣病と運動(2)(全体のまとめ(2))(スライドを⽤いて⾏う)
①運動の種類、運動強度、運動時間とインスリン抵

抗性、⾎糖コントロールの改善についてまとめて、

前回の宿題とともに提出。

オンライン

担当者

総合討論 全体的理解度を⼝頭試験でテストする。
オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B101700

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B101700

担当教員 森 千鶴

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0012 授業形態 演習
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容
養護教諭の職務や養護実践、児童⽣徒等における健康課題などに関する⽂献・論⽂抄読を⾏う。養護教諭として健康な学校づくりに寄与するため

の根拠となる知識を集積する。また、研究⽅法を学ぶ。

⽅法
⽂献・論⽂の抄読、受講者の養護実践を研究視点で振り返り討議することにより、養護教諭としての研究⼒・実践⼒向上に繋がる知識を得る。ま

た、養護教諭観の醸成を図る。

履修条件

養護実践に関する研究（養護教諭・学校保健・児童⽣徒等の健康）に関⼼があること。

履修する上の留意点

養護実践とは、養護教諭が児童⽣徒等の⼼⾝の健康の保持増進、発育発達を⽀援するために⽬的をもって意図的計画的に⾏う教育活動である。授業では、実践

を研究的視点で検討するため、履修は養護教諭免許状取得者または取得予定者が望ましい。

到達⽬標

1 積極的に⽂献・論⽂抄読に取り組むことができる（レジュメの作成・発表説明、意⾒交換）。

2 研究視点で論⽂抄読を⾏い、⾃⾝の研究活動計画につなげることができる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート・発表・意⾒交換 80

到達⽬標② レポート・発表・意⾒交換 20

到達⽬標③

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 （後⽇、決定する。）

参考書

書籍名 出版社 著者

1 （随時提⽰する。）

オープンな教育リソース

養護実践学演習
更新⽇：2022/02/26�16:40:08

- 29 -



愛知みずほ⼤学・愛知みずほ短期⼤学

2022/04/06

学⽣へのメッセージ

（抄読について）�
・発表者は、論⽂の構成、記述⽅法、評価⽅法、考察、図表について資料作成を⾏い、他の受講者に説明する。�
その説明をもとに討議し読み解く。（⽂献やインターネットなどで統計法、⽤語などを調べて解釈すること）�
・抄読する研究論⽂は原著や研究報告が望ましい。査読がある論⽂とする。

課題に対するフィードバック

・発表やレポートに対し、教員の意⾒や補⾜を加えて理解を深める。他の⼈の発表について意⾒を出し合い、多様�
な視点を理解するきっかけとする。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
オリエンテーション（授業の⽬標及び概要、授業計画等）�
養護教諭の職制について

配付資料により復習する。
オンライン

担当者

第２回 養護教諭の職務について
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第３回 「養護」の変遷
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第４回 「養護実践」の現状と課題
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第５回 「保健室」の変遷・機能について
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第６回 「保健室」の関連法規、経営の課題について
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第７回 児童⽣徒等の健康課題に関する⽂献抄読と討議①
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第８回 職員の健康課題に関する⽂献抄読と討議②
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第９回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第１０回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第１１回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第１２回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第１３回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第１４回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

第１５回 研究論⽂の抄読（発表者は資料を作成）
前回⽰した課題について予習しレポートにまとめ

る。

オンライン

担当者

まとめ
オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B200100

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B200100

担当教員 ⽊之下 隆夫

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0015 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容
臨床⼼理学の様々な基礎理論を学び、⼈間理解の⽅法と⽀援の在り⽅を学ぶ。とりわけ、いくつかの⽇常的に⾒聞きする事例を⽤いた⾒⽴てや⽀

援⽅法を取り上げる。

⽅法 現代⼈の遭遇している⼼理的諸問題について、臨床⼼理学の視点から理解し、取り組むことができる⼒を⾝につけることを⽬標にする。

履修条件

特になし

履修する上の留意点

特になし

到達⽬標

1 授業中にそれぞれの主題について具体的に議論し合う。

2 授業中の議論に基づいて⾃分の⾒解をまとめること。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 授業中の討論に参加すること 50

到達⽬標② レポート 50

到達⽬標③

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 テキストは特に指定しない。

参考書

書籍名 出版社 著者

1 学校現場に役⽴つ臨床⼼理学 事例から学ぶ ⽇本評論社 菅佐和⼦・⽊之下隆夫 編

2 臨床⼼理学 ミネルヴァ書房 伊藤良⼦ 編著

3 エッセンシャル 臨床⼼理学 ミネルヴァ書房 ⽒原寛・東⼭紘久

4 ⼦どもを理解するための多視点マップ 遠⾒書房 ⽊之下隆夫 編著

臨床⼼理学特論
更新⽇：2022/02/07�09:20:22
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5 その他、授業で適宜紹介する。

オープンな教育リソース

臨床⼼理学については、ウェブサイト上で紹介されているので、関⼼のある⽅は検索され、⽬を通しておいてください。

学⽣へのメッセージ

集中講義で体⼒気⼒を必要としますが、テーマに沿って楽しく授業を進めたいと思いますので、皆さんのご協⼒をお願いします。

課題に対するフィードバック

今⽇の授業課題の時間を設定するのでレポートという形で提出を求める。コメントについては、当⽇か翌⽇に報告する。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
臨床⼼理学とは何か？ その⼩歴史�
事例の⾒⽴て⽅と愛さん事例の説明

臨床⼼理学という学問についての歴史を学修し、事

例の⾒⽴て⽅についての学習。事例についての発表

と討論、解説�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第２回 現代⽇本と世界の臨床⼼理学

現代⽇本の臨床⼼理学と世界の臨床⼼理学の⽐較を

学修する。�
→授業後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第３回
⼼理⼒動論 総論�
フロイト・ユングという⼈（DVD）

フロイト・ユング理論の理解と⼼理⼒動論について

事例を通して理解を深める。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第４回
⼼理⼒動論の特徴１．２�
⼼理療法・カウンセリングのDVD

⼼理⼒動論の特徴について学び、DVDによってカウ
ンセリングの実際の理解を深める。       

    →事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第５回 ケーススタディ１．適応障害⼥児事例

事例について資料を提供する。各⾃、事例を取り上

げ、⾒⽴てと対処法について⾃分の考えをまとめ、

発表する。その後討論に⼊る。�
→各事例について講師が解説する。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第６回

⾏動理論と⾏動療法１・２�
⾏動療法DVD�
認知療法・認知⾏動療法DVD

⾏動理論と⾏動療法の基礎について学び、DVD観賞
により、それらの⽅法について理解を深める。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第７回 ケーススタディ２．問題⾏動群の事例

事例について資料を提供する。各⾃、事例を取り上

げ、⾒⽴てと対処法について⾃分の考えをまとめ、

発表する。その後討論に⼊る。�
→各事例について講師が解説する。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第８回
⼈間性⼼理学と⼈間中⼼アプローチの成り⽴ち１・２�
来談者中⼼療法DVD

⼈間性⼼理学と⼈間中⼼アプローチについての理解

と知識を深める。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第９回 ケーススタディ３．夫婦関係事例

事例について資料を提供する。各⾃、事例を取り上

げ、⾒⽴てと対処法について⾃分の考えをまとめ、

発表する。その後討論に⼊る。�
→各事例について講師が解説する。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第１０回 システム論１・２
システム論の考え⽅を学び、理解を深める。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第１１回 システム論３・４
システム論の考え⽅を学び、理解を深める。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第１２回 家族療法DVD
システム論に基づいた家族療法の実際を学び、さら

に理解を深める。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第１３回 ケーススタディ４．連携事例 離婚・監督権・親権の案件

事例について資料を提供する。各⾃、事例を取り上

げ、⾒⽴てと対処法について⾃分の考えをまとめ、

発表する。その後討論に⼊る。�
→各事例について講師が解説する。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第１４回 ケーススタディ５．コンサルテーション事例

教育分野における教師とのコンサルテーション事例

について情報提供する。事例をどのように理解し、

教師集団に助⾔するかの発表・討論を⾏う。�
→事後感想レポートを提出する。

オンライン

担当者

第１５回 総括
オンライン

担当者

オンライン
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オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B200200

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B200200

担当教員 ⽊之下 隆夫

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0016 授業形態 演習
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容
各種の⼼理アセスメントがどのように形成されてきたのか、理論的、歴史的背景を学ぶとともに、検査の意義、⽬的を踏まえて検査を施⾏できる

ように習熟することを⽬指す。

⽅法 ⼼理アセスメントの種類について理解し、それぞれの代表的なものを実施できるようになることを⽬指す。

履修条件

特にないが、臨床⼼理学や性格分析、⾃⼰分析に好奇⼼のある⽅の受講を希望する。

履修する上の留意点

特にない。

到達⽬標

1
⼼理アセスメントがどのような⽬的、⽬標で作られ開発されてきたのかを理解して、各アセスメントの実際の⽅法について理解する。各々が専⾨的に

実施、整理、解釈できるようになることを⽬標とする。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート・授業中の参加度 50・50

到達⽬標②

到達⽬標③

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 名⼤式 ロールシャッハ法 ⾦⼦書房 森⽥他5名

参考書

書籍名 出版社 著者

1

オープンな教育リソース

ウエブサイトで⼼理アセスメントが紹介され、⾃⼰採点や評価が可能なものもあるのでトライしてみてください。

臨床⼼理査定演習
更新⽇：2022/02/07�09:21:02
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学⽣へのメッセージ

3⽇間の集中講義ということで、気⼒と体⼒を消耗すると思うので、それなりの準備をお願いします。

課題に対するフィードバック

授業ごとに⼀⼼理アセスメントの理解、施⾏、整理、解釈、⾃⼰分析を⼀ルーチンとして⾏う。特に⾃⼰分析は⼝頭発表をお願いする。⾃⼰分析したものをレポ

ートとして提出すること。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 ⼼理アセスメントとは何か？
テキストを読んで、臨床⼼理査定の基本を理解す

る。

オンライン

担当者

第２回 質問紙法YG検査について学ぶ
YG検査の内容について⾃分の結果に基づいて因⼦
構造を理解し、⾃⼰点検を⾏う。

オンライン

担当者

第３回 ⼼理アセスメントの理論と技法 ⼼理アセスメントの概要と⽅法を学ぶ。
オンライン

担当者

第４回 質問紙法、エゴグラムについて学ぶ
エゴグラムの結果を類型によって点検し、質問紙法

の効⽤と限界について考える。

オンライン

担当者

第５回 検査法の種類について理解を深める。
⼼理アセスメントにはどのような種類があるのかに

ついて学ぶ。

オンライン

担当者

第６回 医療における⼼理アセスメントについて学ぶ。
⼼理アセスメントが多⽤される医療における現状を

についての知識を深める。

オンライン

担当者

第７回 ロールシャッハ法について学ぶ。理論と施⾏法
ロールシャッハ法の歴史と今について知識を深め、

⼀対⼀のペアでロールシャッハを施⾏する。

オンライン

担当者

第８回 ロールシャッハ法について学ぶ。データーの記録と整理
ロールシャッハ法の記録と整理について理解を深め

る。

オンライン

担当者

第９回 ロールシャッハ法について学ぶ。分析と解釈
⾃分のロールシャッハを分析、解釈し⾃⼰理解を深

める。

オンライン

担当者

第１０回 ロールシャッハ法について学ぶ。振り返り
ロールシャッハ法を学んだ体験を語り、情報を共有

する。

オンライン

担当者

第１１回 WAIS-Ⅳ、WISC-Rの理論学習。 知能検査の基本的な考え⽅を学ぶ
オンライン

担当者

第１２回 WAIS-Ⅳ、WISC-Rの施⾏法の学習 1
WAIS-Ⅳ、WISC-Rの施⾏の実際 ⼀対⼀のペアにな
り、課題を交互にテスター、被験者になって実施す

る。

オンライン

担当者

第１３回 WAIS-Ⅳ、WISC-Rの施⾏法の学習 2
WAIS-Ⅳ、WISC-Rの施⾏の実際 ⼀対⼀のペアにな
り、課題を交互にテスター、被験者になって実施す

る。

オンライン

担当者

第１４回 WAIS-Ⅳ、WISC-Rの結果の整理と分析 WAIS-Ⅳ、WISC-Rの結果の整理と分析⽅法を学ぶ。
オンライン

担当者

第１５回 WAIS-Ⅳ、WISC-Rを学んだ経験の振り返り
WAIS-Ⅳ、WISC-Rを学んだ振り返りの発表と経験の
共有

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B200400

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B200400

担当教員 廣井 いずみ

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0030 授業形態 演習
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

事例を通しての学びは、総合的なクライエント理解であり、⼼理臨床実践活動を⾏う場合の理解の枠組みを作るのに有効である。何に着眼して、

どのように理解し、いかに関わるのか。想像をふくらませて⾔語化することで、セラピストとしての疑似体験を⾏う。事例理解を通して、⾃⾝の

理解枠の傾向について気づきを得、パーソナリティ理論や各種⼼理療法について関⼼を持つ。

⽅法
事例を素材に、⾒⽴て、介⼊⽅法について検討し、討議を重ねる。各⼈の視点の違いから、事例理解を深め、⽂献も参考にしながら、⼼理臨床に

ついて学ぶ。

履修条件

なし

履修する上の留意点

⼼理臨床的関りは、クライエントが主体的に、尊厳をもって⽣きるために何ができるのか考えることを基本姿勢としています。事例理解においても、その姿勢を

⼤切にしてください。

到達⽬標

1 要点を押さえて、かつ具体的なイメージが描けるように、事例の⾒⽴てを⾏うことができる

2 事例理解の参考になる理論について関⼼を持つことができる

3 他者の考えを傾聴し、異なる意⾒を取り⼊れつつ、さらに考えを深めることができる

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート、授業時の態度 40

到達⽬標② レポート、授業時の態度 30

到達⽬標③ レポート、授業時の態度 30

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 少年期の⼼ 中公新書 ⼭中康裕

参考書

書籍名 出版社 著者

1 新訂 ⽅法としての⾯接 医学書院 ⼟居健郎

臨床⼼理学事例演習
更新⽇：2022/02/28�10:52:19
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オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

⾃分がセラピストなら、クライエントならどう感じ、考えるだろうかと、その⼈になったつもりで参加してください。�
毎回簡単な振り返りシートを課します。

課題に対するフィードバック

授業時に、フィードバックする。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

オリエンテーション �
事例理解の⽬的、意義について考える�
各⾃の仕事の中で、どのように事例理解を⽣かすことができるの

か考える

予習 シラバスに⽬を通す。�
復習 事例研究の⽬的、意義を振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第２回 教科書の「はじめに」から、⼼理臨床に向かう姿勢を学ぶ

予習 教科書の「はじめに」を読んでくる�
復習 授業内の議論で解決できた点、難しかった点

を振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第３回 攻撃性退⾏から道づくりへ（教科書第1章）

予習 クライエントの攻撃性が現れているところを

ピックアップする。�
復習 クライエントにとってのセラピストの存在に

ついて考える。

オンライン

担当者 廣井

第４回 攻撃性退⾏から道づくりへ（教科書第1章）

予習 クライエントの攻撃性がどのように変化して

きたのか考えながら事例を読む�
復習 事例から理解した点、理解が難しかった点を

振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第５回 緘黙の⼊⼝と出⼝（教科書第2章）
予習 「死と再⽣」について配布資料を読む。�
復習 事例において、絵、箱庭で表現されているこ

とについて考える。

オンライン

担当者 廣井

第６回 緘黙の⼊⼝と出⼝（教科書第2章）

予習 教師の果たした役割を考えながら事例を読

む。�
復習 事例から理解した点、理解が難しかった点を

振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第７回 共感することを体験する スクイグルを使って

予習 共感するとはどのようなことか、⾔語化す

る。�
復習 スクイグルの体験について⽂章化する。

オンライン

担当者 廣井

第８回
家族療法 基礎編�
家族をとらえる視点、家族療法についての基本的な考えを学ぶ。

予習 ⽇頃の臨床実践の中から家族との関わりを考

える。�
復習 授業のスライドを⾒直す。

オンライン

担当者 廣井

第９回

家族療法 実践編�
DVDの視聴を通して、家族療法ならではのとらえ⽅、介⼊の⽅法
について学ぶ。

予習 家族療法の基本⽤語を⾒直しておく。�
復習 家族療法の関わりの特徴について振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第１０回 ⽅法としての⾯接 ⾯接をどう始めるか（第2章）
予習 第2章を読む。�
復習 ⾯接をどのように始めるのか理解できた点、

難しかった点を振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第１１回 ⽅法としての⾯接 「わかる」ということ（第3章）
予習 第３章を読む。�
復習 「わからない」感覚の何が⼤事だと⾔ってい

るのか振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第１２回 ⽅法としての⾯接 ⾯接の進め⽅（第4章）
予習 第4章を読む。�
復習 ⾯接をどのように進めれば良いと⾔っている

のか振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第１３回 トーキング・サークルを通して、傾聴することを体験する�
予習 傾聴するとはどのようなことか、考えてみる�
復習 サークルを体験して傾聴について感じたこと

をまとめる。

オンライン

担当者 廣井

第１４回 担当事例を振り返る（前半の担当者）

予習 事例の概要を作成�
復習 事例について理解できた点、できなかった点

について振り返る。

オンライン

担当者 廣井

第１５回 担当事例を振り返る（後半の担当者）

予習 事例の概要を作成�
復習 事例について理解できた点、できなかった点

について振り返る。

オンライン

担当者 廣井

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B200500

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B200500

担当教員 ⻑岡 由紀⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0018 授業形態 演習
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

カウンセリングは多様な現場で⽤いられており、その⼿法はあらゆる対⼈援助職の⼈たちに適切な形で享受され得るものです。しかしながら、そ

の実践においては「援助者と被援助者の関係性」への理解が求められるため、援助者⾃⾝を対象化する意味においても、演習による学びが⼤切な

ものとなります。本授業ではこのよう観点から、広く⼼の健康に寄与し得るカウンセリング技法の理解について取り組みます。

⽅法
適宜講義を⾏いながら、ロールプレイや表現活動を⽤いて、⾔語レベルからイメージレベルにわたる演習を⾏います。また、理解を深めるために

ディスカッションも⾏います。

履修条件

特になし

履修する上の留意点

演習授業ですが、適宜講義も⾏います。

到達⽬標

1 ⼼に関する深層⼼理学的理解ができる。

2 演習課題に⼗分に取り組むことができる。

3 演習体験から⾃分⾃⾝を客観的に捉えることができる。

4 相⼿との関係性により⽣じる事象をあげることができる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート 20

到達⽬標② 授業態度 40

到達⽬標③ レポート 30

到達⽬標④ レポート 10

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 なし

参考書

書籍名 出版社 著者

カウンセリング演習
更新⽇：2022/02/26�10:56:54
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1 ユング⼼理学⼊⾨ 培⾵館 河合隼雄

2 モモ 岩波少年⽂庫 ミヒャエル・エンデ

オープンな教育リソース

必要に応じて、授業内で紹介します。

学⽣へのメッセージ

カウンセリングを学ぶ動機が明確であると、授業への参加や理解がより充実したものになると思います。積極的な参加を期待します。

課題に対するフィードバック

提出されたレポートへのフィードバックは授業内で⾏います。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
ガイダンス（授業の進め⽅と評価⽅法の説明）、本授業の⽬的と

受講⽣の関⼼領域の確認

[予習]カウンセリングを学ぶ動機について考える。
[復習]カウンセリングが必要となる状況・領域につ
いて理解を深める。

オンライン

担当者

第２回 [講義]意識と無意識、⼼の問題を実践的に捉える考え⽅
[予習]無意識が成す事象の例を考える。[復習]How
とWhatによる思考の違いについて理解を深める。

オンライン

担当者

第３回 [講義]⾔葉とイメージによる表現の違い
[予習]イメージを⽇頃どのように利⽤しているかを
考える。[復習]⾔葉により限定されているものにつ
いて理解を深める。

オンライン

担当者

第４回
[ディスカッション]課題の『モモ』（配布資料抜粋）を読んだ感
想から、「聴く」ということについて考える。

[予習]配布資料（『モモ』抜粋）を読む。[復習]授
業の感想レポートを書く。

オンライン

担当者

第５回 [演習]ロールプレイの準備：クライエント像を創る。
[予習]ロールプレイで演じるクライエント像を考え
る。[復習]⾃分のクライエント像をより精緻にす
る。

オンライン

担当者

第６回 [演習]ロールプレイの実施。
[予習]カウンセラーの態度について調べる。[復習]
ロールプレイの内容の逐語記録を取る。

オンライン

担当者

第７回
[ディスカッション]記憶の記録と録⾳による記録の違いについて
話し合う。

[予習]記憶と実際の記録の違いについて確認する。
[復習]授業の感想レポートを書く。

オンライン

担当者

第８回 [演習]MSSMの実施。
[予習]第3回授業のイメージの話について確認す
る。[復習]授業の感想レポートを書く。

オンライン

担当者

第９回 [講義]カウンセリングにおける関係性について。
[予習]これまでの演習を参考にして、関係性で⽣じ
ていることについて考える。[復習]マリオ・ヤコー
ビの「分析的関係」の理解を深める。

オンライン

担当者

第１０回 [ディスカッション]ここまでの授業の振り返り。
[予習]これまでの授業での疑問点や気づきをまとめ
る。[復習]授業の感想レポートを書く。

オンライン

担当者

第１１回 [演習]ロールプレイ応⽤演習１
[予習]クライエント像を考える。[復習]演習の感想
レポートを書く。

オンライン

担当者

第１２回 [演習]ロールプレイ応⽤演習２（１と別のペアにて）
[予習]クライエント像を考える。[復習]演習の感想
レポートを書く。

オンライン

担当者

第１３回 [演習]ロールプレイ応⽤演習３（1,2と別のペアにて）
[予習]クライエント像を考える。[復習]演習の感想
レポートを書く。

オンライン

担当者

第１４回 [ディスカッション]ロールプレイ応⽤演習の振り返り。
[予習]相⼿が変わることで変化することと変化しな
いことを考える。[復習]演習の感想レポートを書
く。

オンライン

担当者

第１５回 まとめ（カウンセリングの関係性で起きている事象）
[予習]クライエント像を考える。[復習]演習の感想
レポートを書く。

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B200800

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B200800

担当教員 久保 南海⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0020 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

ヒトの⽣涯にわたる⼼理的な発達について中⾼年期を中⼼に学ぶ。わが国の65歳以上の⼈⼝の割合は総⼈⼝の25％を超え、世界の先頭を切って
「超⾼齢社会」に突⼊している。このような中で「中⾼年期」というキーワードを多⾯的に理解する事は重要である。本講義では⼼理学を中⼼

に、医学・社会福祉学・⽣体科学などの観点から「⽣涯発達」や「加齢」について概説する。

⽅法 パワーポイント、プリントを⽤いて講義を⾏う。講義の内容についてディスカッションを⾏い、または⼩レポートを課し、理解を深める。

履修条件

なし

履修する上の留意点

課題を提⽰し、それが提出されない場合は減点します。

到達⽬標

1 ヒトのライフサイクルを⽣涯発達という視点でとらえ、加齢にともなうさまざまな変化について理解する。

2 中⾼年者の⾝体的・精神的発達の特徴を理解し、加齢にともない⽣じる諸問題について想像できるようになる。

3 現代の超⾼齢社会において、⾃分は何ができるのかを考える⼒を⾝につける。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① ⼩レポート 20

到達⽬標② ⼩レポート 20

到達⽬標③ 総合レポート 60

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 特になし

参考書

書籍名 出版社 著者

1 特になし

発達⼼理学特論
更新⽇：2022/02/07�16:11:51
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オープンな教育リソース

講義内で適宜紹介します。

学⽣へのメッセージ

教科書は使⽤しません。プリント資料を配布します。参考⽂献は講義内で適宜紹介します。

課題に対するフィードバック

提出された⼩レポートについては、講義内でコメントしてフィードバックします。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 教員の研究紹介と授業の概要説明 「教員の研究紹介」について概要を整理する
オンライン

担当者

第２回 ヒトの⽣涯発達と発達課題：「中年期」「⾼齢期」を中⼼に
「ヒトの⽣涯発達と発達課題」について概要を整理

する

オンライン

担当者

第３回 加齢にともなう⾝体・⽣理機能の変化
「加齢にともなう⾝体・⽣理機能の変化」について

概要を整理する

オンライン

担当者

第４回 知能と加齢 「知能と加齢」について概要を整理する
オンライン

担当者

第５回 加齢による記憶の変化：概説 「加齢による記憶の変化」について概要を整理する
オンライン

担当者

第６回 加齢による記憶の変化：ケース例
「加齢による記憶の変化」のケース例について、ど

のような⽀援ができるのかを考える

オンライン

担当者

第７回 注意機能の⽣涯発達 「注意機能の⽣涯発達」について概要を整理する
オンライン

担当者

第８回
加齢にともなう認知機能の変化：⽼齢ザルとヒト⾼齢者の研究か

ら

「加齢にともなう認知機能の変化：⽼齢ザルとヒト

⾼齢者の研究から」について概要を整理する

オンライン

担当者

第９回 ⾼齢者と⾔語 「⾼齢者と⾔語」について概要を整理する
オンライン

担当者

第１０回 脳機能の⽼化と再⽣ 「脳機能の⽼化と再⽣」について概要を整理する
オンライン

担当者

第１１回 ⼈格と加齢 「⼈格と加齢」について概要を整理する
オンライン

担当者

第１２回 ⾼齢者と⽣きがい：概説 「⾼齢者と⽣きがい」について概要を整理する
オンライン

担当者

第１３回 ⾼齢者と⽣きがい：ケース例
「⾼齢者と⽣きがい」のケース例について、どのよ

うな⽀援ができるのかを考える

オンライン

担当者

第１４回 ⾼齢者と家族・社会関係
「⾼齢者と家族・社会関係」について、概要を整理

する

オンライン

担当者

第１５回 まとめ 本講義全体を通して⾃分が考えたことを整理する
オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B200900

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B200900

担当教員 ⼟屋 満知

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0021 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

臨床⼼理学的な視点で、⼈⽣の発達段階を考える。臨床⼼理学者の河合隼雄は、counselingを通して出会う⼈たち(client)の｢困ったこと｣、｢苦し
いこと｣を通して、《⼈⽣の意味》が発⾒できると考えた。私たちの悩みが⼼理的成⻑へのステップと考えたのである。河合隼男の著書「こころ

と⼈⽣」を教科書として使⽤し、それをじっくりと読み込むことによって私たちの発達段階における⼼のテーマを学ぶ。また、発達に関する代表

的な理論についても学び、乳児期から⽼年期に⾄るまでの⽣涯にわたる⼼の発達について考察を⾏う。最終的に、本授業で学んだことを様々な実

践活動に役⽴てることを⽬標とする。

⽅法

履修者は各⾃で授業に関連するテーマについて事前に調べ、講義内での討論に備える。調べた内容については、事前に指定されている発表者が授

業内で発表を⾏う。履修者からの報告を中⼼に授業を進⾏し、⾊々な考え⽅、捉え⽅を臨床⼼理学というフィルターを通して共有できるよう、授

業担当者はコメントを⾏う。必要に応じてパワーポイント等を⽤いて講義を⾏う授業回もある。

履修条件

臨床⼼理学特論を履修済であることが望ましい。

履修する上の留意点

（1）教科書を中⼼に据えながら、履修者に準備を課す事前レポートと授業内での論議をじっくりと積み重ねながら授業が進⾏する。毎回、次回講義テーマに沿
って各⾃で予習が必要となる。�
（2）事前に発表者を指定するので、指定されている発表者は事前レポートについて、授業内で発表を⾏う。発表⽇については、授業の深まりと進度に応じて決
定していく。�
（3）指定した教科書を新たに購⼊する⽅は、2015年に出版されている⽂庫本（創元こころの⽂庫）を購⼊すること（ハードカバータイプの書籍を既に持って
いる⼈は新たに購⼊する必要はない）。授業では、電⼦書籍ではなく、紙書籍を使⽤することを推奨する。

到達⽬標

1 発達臨床⼼理学を学修する上で必要な臨床⼼理学の基本的概念および知識について説明できる。

2 学修した内容を整理し、臨床⼼理学的な視点から考察することができる。

3 教科書の内容について適切にレポートすることができ、討議の場において⾃分の意⾒を発表できる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① レポート 25

到達⽬標② レポート 25

到達⽬標③ 授業への積極的参加、発表内容の充実度 50

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

発達臨床⼼理学特論
更新⽇：2022/02/27�16:42:58
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1 河合隼雄セレクション こころと⼈⽣（創元こころ⽂庫） 創元社 河合隼雄

参考書

書籍名 出版社 著者

1 必要に応じて授業の中で随時紹介する。

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

毎回の授業において、履修者は各⾃で授業に関連するテーマについて事前に調べ、講義内での討論に備える必要がある。授業内では、積極的な発⾔を希望す

る。

課題に対するフィードバック

ルーブリックに基づいてレポートを評価する。�
課題などで寄せられた質問や意⾒については、授業内で随時フィードバックを⾏う。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回

オリエンテーション�
・授業の進め⽅と授業計画�
・⼼理学とはどんな学問か�
・発達臨床⼼理学とは何か

〔予習〕シラバスを確認する。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第２回
臨床⼼理学と⼼理学の違い�
・⼼理臨床の事例も⽤いてその違いを考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べておく。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

でさらに調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第３回
⼼の中の無意識�
フロイト（Freud,S）の⼼の捉え⽅

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べておく。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

でさらに調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第４回

発達段階における⼼のテーマを学ぶ�
幼児期・児童期の⼼のテーマを考える�
⼦どもはすばらしい

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べておく。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

でさらに調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第５回
エリクソンの発達理論（1）乳児期・幼児期・児童期�
乳児期・幼児期・児童期をめぐる問題と対応について考える。

〔予習〕第3回・4回⽬で取り上げた発達理論につ
いて、内容を理解できているか確認しておく。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

でさらに調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第６回
エリクソンの発達理論（2）⻘年期・成⼈期・⽼年期�
⻘年期・成⼈期・⽼年期をめぐる問題と対応について考える。

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べておく。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

でさらに調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第７回

エリクソンの発達理論（3）�
発達理論をもとに、発達臨床⼼理学の視点から、改めて幼児期・

児童期の⼼のテーマを考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べておく。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

でさらに調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第８回
発達段階における⼼のテーマを学ぶ�
⻘年期の⼈⽣のテーマを考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第９回
発達段階における⼼のテーマを学ぶ�
⻘年期の悩みについて考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第１０回

カウンセリング的視点（1）�
・”⼼を聴く”ことの難しさ�
・clientの⼼に周波数を合わせるトレーニング�
（counseling�walk体験）

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第１１回

カウンセリング的視点（2）�
・カウンセリング的に関わるとはどういうことか�
・カウンセリングとケアの違い

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

〔予習〕次回の講義テ に いて 受講⽣は各⾃ オンライン
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第１２回 発達段階における⼼のテーマを学ぶ�
中年期の⼼のテーマを考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第１３回
発達段階における⼼のテーマを学ぶ�
中年の危機について考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第１４回
発達段階における⼼のテーマを学ぶ（6）�
⽼年期の⼼のテーマと⽼いを考える

〔予習〕次回の講義テーマについて、受講⽣は各⾃

で調べ、次回講義での討論に備える。発表担当者は

発表資料を作成し、発表の準備を⾏う。�
〔復習〕講義内容を復習し、不明な点があれば各⾃

で調べ、次回講義の冒頭で問題提起する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

第１５回 まとめと振り返り

〔予習〕これまでの授業内容を振り返り、疑問点を

まとめておき、講義の冒頭で問題提起する。�
〔復習〕講義内容を振り返り、理解できたことをま

とめて提出する。

オンライン

担当者 ⼟屋満知

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期,�後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B201000

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B201000

担当教員 ⽊⼾ 盛年

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0022 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

認知⼼理学では、認識すること、理解すること、思考することといった⼈間の⾼度な知的活動を表す「認知」について、⼼理学実験法を⽤いた実

践的な研究が進められてきた。この授業では、まず認知⼼理学の成り⽴ちについて説明する。そして、認知⼼理学の「注意」や「記憶」という基

礎的な研究テーマから「思考」、「感情」、「発達」、「社会」という⾼次の研究テーマについて解説を⾏う。また、各テーマに関連する代表的

な研究について⽂献購読を⾏うことで、⾃分の研究テーマの認知⼼理学的な意義についての理解を深めてもらう。

⽅法
各回の講義テーマに関して、教科書の内容に基づき作成したパワーポイントを⽤いた授業を⾏う（パワーポイントを基に作成した講義資料も配布

する）。また、講義内では各テーマに関しての議論も⾏うため、関連する⽂献や過去研究を事前に各⾃で調べ理解を深めておく。

履修条件

履修する上の留意点

基本は対⾯授業とするが、就業状況に合わせオンラインでの受講も可とする。�
各回の講義テーマに関連する⽂献や過去研究を⾃分で調べ、内容をまとめ理解しておく準備学習が必要となる。

到達⽬標

1 認知⼼理学の成り⽴ち、認知⼼理学の基礎的な研究テーマと⾼次の研究テーマの内容を理解し説明できる。

2 認知⼼理学に関する⽂献・論⽂を調べ、内容を理解し、⾃分の意⾒を述べることができる。

3 認知⼼理学的な観点から⾃分の研究の意義を捉え、学んだ内容を⾃分の研究に応⽤できる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 各講義の準備学習の内容と議論の内容 30

到達⽬標② 各講義の準備学習の内容と議論の内容 30

到達⽬標③ 各講義の準備学習の内容と議論の内容及びレポート 40

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 認知⼼理学 有斐閣
箱⽥裕司・都築誉史・川畑秀明・萩原

滋

参考書

書籍名 出版社 著者

認知⼼理学特論
更新⽇：2022/02/24�16:51:30
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1 認知⼼理学-知のアーキテクチャを探る- 有斐閣アルマ 道⼜爾 他

2 キーワードコレクション 認知⼼理学 新曜社 綾部早穂 他

3 古典で読み解く現代の認知⼼理学 北⼤路書房
マイケル・W・アイゼンク、デイヴィ
ット・グルーム 編

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

この講義に参加し認知⼼理学についての理解を深めることで、認知⼼理学の観点から⾃⾝の研究を捉え考えられるようになりましょう。そうすることで、⾃⾝の

研究の意義がより⾼まるでしょう。

課題に対するフィードバック

講義内の質疑応答やディスカッションを通して、フィードバックしていく。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回
導⼊�
認知⼼理学とは

予習：⾃⾝の研究の背景・⽬的・意義をパワーポイ

ント等を使⽤しプレゼンできるようにしておく。�
�
�
復習：認知⼼理学の観点から、⾃⾝の研究の位置づ

け・意義を考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第２回
認知⼼理学の成り⽴ち�
認知⼼理学の歴史

予習：テキスト「認知⼼理学」の第1章「認知⼼理
学の歴史とテーマ」を読む。�
「認知⼼理学の成り⽴ち」について関連⽂献,、論
⽂を調べておく。�
�
復習：認知⼼理学の歴史とテーマの中での⾃⾝の研

究の位置づけを考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第３回 注意

予習：テキスト「認知⼼理学」の第4章「注意」を
読む。�
「注意」について関連⽂献、論⽂を調べておく。�
�
復習：「注意」についての認知⼼理学の研究と⾃⾝

の研究との関連を考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第４回
記憶①�
記憶の基礎・ワーキングメモリ

予習：テキスト「認知⼼理学」の第5章「ワーキン
グメモリ」と第6章「⻑期記憶」を読む。�
「ワーキングメモリ」「⻑期記憶」について関連⽂

献、論⽂を調べておく。�
�
復習：「ワーキングメモリ」「⻑期記憶」について

の認知⼼理学の研究と⾃⾝の研究との関連を考えて

まとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第５回
記憶②�
⻑期記憶・⽇常認知

予習：テキスト「認知⼼理学」の第6章「⻑期記
憶」と第7章「⽇常認知」を読む。�
「⻑期記憶」「⽇常認知」について関連⽂献、論⽂

を調べておく。�
�
復習：「⻑期記憶」「⽇常認知」についての認知⼼

理学の研究と⾃⾝の研究との関連を考えてまとめて

おく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第６回
思考①�
問題解決と推論

予習：テキスト「認知⼼理学」の第11章「問題解
決と推論」を読む。�
「問題解決と推論」について関連⽂献、論⽂を調べ

ておく。�
�
復習：「問題解決と推論」についての認知⼼理学の

研究と⾃⾝の研究との関連を考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第７回
思考②�
判断と意思決定

予習：テキスト「認知⼼理学」の第12章「判断と
意思決定」を読む。�
「判断と意思決定」について関連⽂献、論⽂を調べ

ておく。�
�
復習：「判断と意思決定」についての認知⼼理学の

研究と⾃⾝の研究との関連を考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第８回 認知と感情 予習：テキスト「認知⼼理学」の第13章「認知と
感情」を読む。�
「認知と感情」について関連⽂献、論⽂を調べてお

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年
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く。�
�
復習：「認知と感情」についての認知⼼理学の研究

と⾃⾝の研究との関連を考えてまとめておく。

第９回 認知と発達

予習：テキスト「認知⼼理学」の第15章「認知発
達」を読む。�
「認知発達」について関連⽂献、論⽂を調べてお

く。�
�
復習：「認知発達」についての認知⼼理学の研究と

⾃⾝の研究との関連を考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第１０回 社会的認知

予習：テキスト「認知⼼理学」の第16章「社会的
認知」を読む。�
「社会的認知」について関連⽂献、論⽂を調べてお

く。�
�
復習：「社会的認知」についての認知⼼理学の研究

と⾃⾝の研究との関連を考えてまとめておく。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第１１回
⽂献購読（記憶）：「記憶」に関する⽂献を購読し、認知⼼理学

の研究と⾃⾝の研究との関わりを論じる。

予習：認知⼼理学の研究テーマ「記憶」に関する論

⽂・⽂献をまとめてくる。�
�
復習：⾃⾝の研究との関連を考え、修⼠論⽂の構想

にどう組み込めるかをまとめる。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第１２回
⽂献購読（思考）：「思考」に関する⽂献を購読し、認知⼼理学

の研究と⾃⾝の研究との関わりを論じる。

予習：認知⼼理学の研究テーマ「思考」に関する論

⽂・⽂献をまとめてくる。�
�
復習：⾃⾝の研究との関連を考え、修⼠論⽂の構想

にどう組み込めるかをまとめる。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第１３回
⽂献購読（感情）：「感情」に関する⽂献を購読し、認知⼼理学

の研究と⾃⾝の研究との関わりを論じる。

予習：認知⼼理学の研究テーマ「感情」に関する論

⽂・⽂献をまとめてくる。�
�
復習：⾃⾝の研究との関連を考え、修⼠論⽂の構想

にどう組み込めるかをまとめる。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第１４回
⽂献購読（社会的認知）：「社会的認知」に関する⽂献を購読

し、認知⼼理学の研究と⾃⾝の研究との関わりを論じる。

予習：認知⼼理学の研究テーマ「社会的認知」に関

する論⽂・⽂献をまとめてくる。�
�
復習：⾃⾝の研究との関連を考え、修⼠論⽂の構想

にどう組み込めるかをまとめる。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

第１５回 まとめ

予習：これまでの授業や、⽂献購読にてなされた内

容を振り返りまとめておく。�
�
復習：認知⼼理学的な観点から、⾃分の研究の認知

⼼理学的意義を捉え、レポートにまとめる。

オンライン

担当者 ⽊⼾盛年

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B201100

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B201100

担当教員 塚本 恵信

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0023 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必

修�等
選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

⽐較⼼理学は、ヒトと動物の⾏動を⽐較することによって、⼼の仕組みを明らかにしようとする学問領域である。本科⽬では、まず学習の原理と

⽣物学的制約を学んだ上で、動物のさまざまな認知や感情について取り扱い、動物の知性について考える。ヒト特有とも扱われがちな⼼理機構を

動物⾏動の中に⾒出しながら、⼼の進化と多様性について理解を深める。

⽅法 教科書の読解と論考を中⼼に講義を進める。随時ミニレポートの提出を求める。

履修条件

履修する上の留意点

到達⽬標

1 学習原理と⽣物学的制約について説明できる

2 動物の知覚や認知、感情や社会⾏動について説明できる

3 ヒトと動物の⽐較を通して、⼼の進化と多様性について論考できる

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① ミニレポート 20

到達⽬標② ミニレポート 30

到達⽬標③ 期末レポート 50

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 ⽐較認知科学 放送⼤学教育振興会 藤⽥和⽣（編著）

参考書

書籍名 出版社 著者

1 動物たちは何を考えている？―動物⼼理学の挑戦 技術評論社 ⽇本動物⼼理学会（監）

オープンな教育リソース

学⽣へのメッセージ

⽐較⼼理学特論
更新⽇：2022/02/28�03:50:48
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⼈間理解における⽐較⼼理学的視点の重要性を捉えていきましょう。

課題に対するフィードバック

授業内で随時フィードバックする。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 イントロダクション ⽐較⼼理学の意義について予習・復習する。
オンライン

担当者

第２回 ⾏動の学習：反射⾏動の原理 反射⾏動の原理について予習・復習する。
オンライン

担当者

第３回 ⾏動の学習：オペラント⾏動の原理 オペラント⾏動の原理について予習・復習する。
オンライン

担当者

第４回 ⾏動の学習：⽣物学的制約 学習の⽣物学的制約について予習・復習する。
オンライン

担当者

第５回 オペラント⾏動の原理を予習・復習する。 オペラント⾏動の原理について予習・復習する。
オンライン

担当者

第６回 動物の知覚：形の知覚 動物の⾊覚について予習・復習する。
オンライン

担当者

第７回 動物の記憶 動物の記憶について予習・復習する。
オンライン

担当者

第８回 動物のコミュニケーション
動物のコミュニケーションについて予習・復習す

る。

オンライン

担当者

第９回 動物の思考 動物の思考について予習・復習する。
オンライン

担当者

第１０回 動物の社会的知性 動物の社会的知性について予習・復習する。
オンライン

担当者

第１１回 動物の感情 動物の感情について予習・復習する。
オンライン

担当者

第１２回 動物の認知：チンパンジー・カラス
チンパンジーやカラスの知性についてについて予

習・復習する。

オンライン

担当者

第１３回 動物の認知：イヌ・イルカ イヌやイルカの知性について予習・復習する。
オンライン

担当者

第１４回 動物の意識と内省 動物の意識と内省について予習・復習する。
オンライン

担当者

第１５回 総括 ⼼の進化と多様性について考察する。
オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B201400

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B201400

担当教員 外ノ池 隆史

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0025 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必
修�等

選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容 精神保健、メンタルヘルス、精神医療の概要について学ぶ。精神疾患並びにいじめ・⾃殺等のメンタルヘルスの重要問題について学ぶ。

⽅法
３⽇間の集中講義として実施する。初⽇は精神保健、メンタルヘルス、精神医療について、その基本的な考え⽅、実情について学ぶ。⼆⽇⽬三⽇

⽬は学⽣が担当した、精神疾患もしくはメンテルヘルスの問題について、発表する。参加者全員で討論し理解を深める。

履修条件

精神保健・メンタルヘルスに関⼼を持っている者

履修する上の留意点

⾃分の担当疾患もしくは、担当分野について、⾃分で調べ、講義の中で発表する必要がある

到達⽬標

1 精神保健について理解し、説明できる。

2 メンタルヘルスについて理解し、説明できる。

3 精神科医療、福祉について、理解し、説明できる。

4 主な精神疾患について理解し、説明できる。

5 ⽇本の精神科医療のあるべき姿について考え、⾃分考えを述べる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① ⾃分の考え、意⾒をまとめ発表し討論する内容で評価する 20

到達⽬標② 同上 20

到達⽬標③ 同上 20

到達⽬標④ 同上 20

到達⽬標⑤ 同上 20

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 ⽤いない

参考書

書籍名 出版社 著者

1 DSM-5 医学書院

精神保健特論
更新⽇：2022/02/07�09:19:51
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2 標準精神医学 医学書院

オープンな教育リソース

JPOPVOICE�ぜひ⾒てください

学⽣へのメッセージ

熱⼼な参加を期待します

課題に対するフィードバック

講義の中で⾏う

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第２回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第３回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第４回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第５回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分 復習において学習課題にてついて説明できるよ

うにする 30分

オンライン

担当者

第６回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第７回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第８回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分 復習において学習課題にてついて説明できるよ

うにする 30分

オンライン

担当者

第９回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第１０回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第１１回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第１２回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第１３回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

第１４回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要

予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者
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第１５回 精神保健 メンタルヘルス 精神科医療 精神福祉の概要 予習において学主課題の概要を理解しておく 60

分�

復習において学習課題にてついて説明できるように

する 30分

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1B201600

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 1B201600

担当教員 ⻑岡 由紀⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー M0026 授業形態 講義
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必
修�等

選択必修 授業時間＋⾃習時間 30+60

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

授業概要

内容

学校臨床⼼理学は、スクールカウンセラー事業をもとに発展しました。それは教育現場に「教師ー児童・⽣徒、保護者」以外の関係性が導⼊され

ることであり、新たな⼼理的援助が模索された試みでした。近年では、教育現場における連携の在り⽅などが構築され、より多層な関係性が求め

られています。⼀⾒複雑に捉えられるこのような教育現場について、臨床⼼理学の視点から⼤切とされることについて講義を⾏います。これらの

講義を通して、個⼈の⼼理的側⾯と学校現場の組織として求められる⼼理的援助のあり⽅について学びます。

⽅法 授業は適宜参考資料を配布しながら教科書をもとに進めます。また、ディスカッションやレポートで理解を深めます。

履修条件

特になし

履修する上の留意点

特になし

到達⽬標

1 学校臨床⼼理学の特徴について説明できる。

2 児童・⽣徒の「問題⾏動」の意味を理解できる。

3 教員・保護者への⼼理的援助のありかたについて説明できる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① ディスカッション・レポート 20

到達⽬標② ディスカッション・レポート 50

到達⽬標③ ディスカッション・レポート 30

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

教科書

書籍名 出版社 著者

1 学校臨床⼼理学特論 放送⼤学教育振興会 倉光修

参考書

書籍名 出版社 著者

1 臨床教育学⼊⾨ 岩波書店 河合隼雄

学校臨床⼼理学
更新⽇：2022/02/26�11:05:29
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2 カウンセリングと教育相談 あいり出版 森岡正芳

オープンな教育リソース

必要に応じて、授業内で紹介します。

学⽣へのメッセージ

ディスカッションへの積極的な参加を求めます。

課題に対するフィードバック

提出されたレポートのフィードバックは授業内で⾏います。

授業計画

授業回
学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

第１回 学校臨床⼼理学の概要

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第２回 学校臨床⼼理学とスクールカウンセラー

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第３回 教職員へのコンサルテーション�

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第４回 保護者との関わり

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第５回 発達障がいの捉え⽅

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第６回 学外の専⾨機関との連携

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第７回 危機介⼊と緊急⽀援

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第８回 学校臨床事例１：不登校・引きこもりへの⽀援

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第９回 学校臨床事例２：いじめ・⾮⾏への⽀援

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第１０回 学校臨床事例３：⾃傷⾏為について

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第１１回 学校臨床事例４：⾃閉スペクトラムについて

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第１２回 学校臨床事例５：「優等⽣」の問題

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第１３回 学校臨床事例６：家族関係の影響

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第１４回 学校臨床における⺟性と⽗性

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

第１５回 学校臨床における今後の展望

[予習]本⽇のテーマに関する⾃⾝の関⼼をまとめ

る。[復習]授業をもとにした⾃分の考えをまとめ

る。

オンライン

担当者

オンライン

担当者
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 1C100200

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 4.0 科⽬コード 1C100200

担当教員 松原 達昭,�⼟⽥ 満,�⻑岡 由紀⼦

学部/学科 ⼤学院�愛知みずほ⼤学⼤学院

備考

科⽬ナンバー 1C100200 授業形態 演習
実務経験のある教員によ

る授業科⽬の配置

コース別�必修・選択必
修�等

必修 授業時間＋⾃習時間 180

授業の実施形態

授業実施形態

遠隔授業の形態 対⾯授業の形態

備考
ライブ配信

オンデマン

ド

班分けして

⼀部の⼈数

のみ対⾯

希望者のみ

対⾯

全て全員対⾯授業 ○ - - - - -

全て遠隔授業 - -

遠隔授業と対⾯授業を組み合わせた

授業

※ライブ配信＋対⾯（班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯、希望者のみ対⾯）の場合はハイフレックス授業となります。

※オンデマンド+班分けして⼀部の⼈数のみ対⾯の場合は、隔週等の⼊替と授業となります。

※オンデマンド+希望者のみ対⾯の組み合わせはできません。

概要

研究課題の遂⾏、および修⼠論⽂をまとめるために個別指導を⾏う。⼀連のプロセスを通して研究能⼒を修得する。

指導⽅法

必要に応じて、適宜個別指導を⾏う。

指導を受けたい学⽣への期待

⾃ら積極的に取り組み、計画的に研究を実施し、修⼠論⽂を作成する。

学修内容

学修計画

学修内容 学修課題（予習・復習）の内容 -

研究の進⾏状況にあわせて、指導教員が適宜個別指導を⾏う。�

研究計画に基づいてデータの収集と分析を⾏う。�

5⽉:�学位論⽂題⽬届を提出する。�

10⽉:�研究発表会（中間発表）を⾏う。�

12⽉:�学位論⽂を提出する。�

1⽉:�学位論⽂⼝述審査を受ける。

随時、指導教員と連絡をとりながら、研究を進⾏させる。�

データを収集するとともに、データの解析⽅法を学ぶ。�

学位論⽂の題⽬を考える。�

中間発表に備えて、準備する。�

論⽂を記述し、学位論⽂としてまとめる。�

学位論⽂⼝述審査に備えて、準備する。

オンライン

担当者

到達⽬標

1 研究成果をまとめた修⼠論⽂の提出、発表等ができる。

評価⽅法

評価⽅法 割合

到達⽬標① 提出された修⼠論⽂ 80

到達⽬標② ⼝述審査における発表 20

到達⽬標③

到達⽬標④

到達⽬標⑤

到達⽬標⑥

課題に対するフィードバック

個⼈指導により、適宜フィードバックを⾏う。

研究倫理教育（推奨）

卒業論⽂を履修する者は、以下の受講を推奨します。

研究指導
更新⽇：2022/02/28�13:41:36
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独⽴⾏政法⼈⽇本学術振興会 研究倫理e-ラーニング

https://www.netlearning.co.jp/clients/jsps/reference.aspx
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